


相模湾・三浦半島アートリンク(SaMAL＝ Sagami Bay and Miura Peninsula Art Link)とは、
相模湾・三浦半島エリアにおいて活動する地域発住民主体のアートプロジェクトや
アート関連団体を連携させ、相互に協力するネットワークを構築しようとするものです。
それぞれの団体の問題解決力、情報発信力、マネジメント力を高め、
地域での活動をより深化させることを目指して、2015 年に始まったプロジェクトです。 

相模湾・三浦半島アートリンクとは？
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歴史的建造物をアートの場とする

葉山に建つ「加地邸」は初代三井物産ロ
ンドン支店長であった加地利夫が、建築
家遠藤新に設計を依頼した別荘だ。遠
藤新は、帝国ホテル始め、フランク・ロ
イド・ライトが日本国内で手掛けた建物
の現地担当設計者として活躍した。ライ
トの設計思想を色濃く残す昭和の名建築
は、家具や照明器具を含め竣工当時の姿
のまま、葉山の地で閉ざされたまま佇ん
でいた。そんな名建築に着目し、多くの
人の協力によって、建築と現代美術が溶
けあった非日常の場が SaMAL 企画実践
講座のなかで実現した。

葉山・加地邸を開く
ホセイン・ゴルバ展

「時を彫る2016」までの道のり

SaMAL
企画実践講座 1

左 .花瓶と顔シリーズ 1994
撮影＝堀　祐一

右.加地邸エントランス
撮影＝workshop SA



遠藤新は「帝国ホテル」（1923年竣工）以来、ライトの

スタッフとして携わり、ライトが日本で設計した「山邑邸」

（1924年竣工）、「自由学園明日館」（1921年竣工）など、設計

から竣工までを実質的に支えた建築家で、この加地邸は

遠藤が自ら設計し、39歳の時、1928年に竣工した。遠

藤が「自由学園目白講堂」（1927年竣工）など充実した作品

を送り出していた頃の建物だ。大谷石が多用され、室内

は家具、照明器具まで統合してデザインされ、ライトを

彷彿とさせる空間。当時ならではの職人の手仕事を感じ

させるディテールや調度品が、空間にあたたかさを添えて

いる。

施主の加地利夫は、1870年に生まれ。三井物産に入

社し、ロンドン支店長、重役、監査役、大正海上火災保

険の重役などを勤めた。遠藤にはこの葉山の別荘だけで

なく、東京・白金の自宅の設計も依頼している。加地邸

は利夫の没後、ご子息、孫の代に継承されたが、近年は

ほぼ使用されていないに近い状態にあった。

いま、日本全国で空き家問題が起きているが、住み手

の居なくなった建物は、設備の進歩から置き去りにされ、

メンテナンスが滞り出し、その年数が長くなるほど、家と

して再使用するハードルは高くなり、受け継ぐ側の負担も

大きくなる。

一般社団法人住宅遺産トラストの吉見千晶氏は、「さま

ざまな事情で貴重な住宅建築はひっそりと姿を消していき

ます。公共建築の取り壊しは目立つので、反対運動や保

葉山の加地邸

「空き家」化する地域の文化資源

護活動によって注目され救われる場合もありますが、個人

に所有されている住宅は気がつくと取り壊されていた、と

いうことが多いのです」という。住宅遺産トラストは、知

らぬ間に消えて行く名建築が、救済措置も施されないま

ま消えて行くことを防ごうと、建築家や建築史研究者ら

によって2013年に組織された団体だ。きっかけとなった

のは、ピアニストの故園田高弘（2004年没）の邸宅だった。

園田邸は建築家吉村順三としては初期の住宅作品だ。東

京音楽学校（現・東京藝術大学）出身の園田は、当時、東

京美術学校（現・東京藝術大学）の助教授だった吉村に自宅

の設計を依頼する。園田夫人の実家の庭先に、グランド

ピアノ2台を置くスペースと、小さな居間、キッチン、寝室、

書斎という若い夫婦のための最小限の家を依頼した。戦

後間もない時期に、最小限の資材で最大の効果を引き出

すことを考えた建築家吉村の目線が垣間見える素晴らし

い建築だ。

しかし、この住宅の維持も2004年、園田高弘亡き後、

ひとり残された夫人にとっては悩みの種になる。後年、吉

村のスタッフであった小川洋設計による増築で規模も大き

くなったこともあり高齢の女性ひとり住まいでは管理が難

しくなってきていた。家を壊し、更地にして売却する提案

もあったが、家に愛着をもつ夫人は家を壊す決断ができ

なかった。そして知人を介して、「住宅遺産トラスト」の前

身となる団体のメンバーと出会う。

団体は建物を維持しながら使ってくれるオーナー探し

を模索し始めた。園田氏は若手音楽家の育成に熱心だっ

たことから、演奏会と建築のレクチャーを組み合わせた

「音楽と建築の響き合う集い」を進めていく。家を社会に

向けて開き、皆でこの家の継承を考えよう、それが次の

オーナーのとの出会いの場にもなるだろうという想定だっ

左 .時間の彫刻－アンドレイ・タルコフスキーへのオマージュ 1991-2016　右.接ぎ木 2016　この頁2点の撮影＝workshop SA 左上 .寛容の詩学－九条へのオマージュ 2016　左下.私は花を根っこまで愛する 2016　
右.花・永遠・悦楽・サァディーと世阿弥へのオマージュ 1998　この頁3点の撮影＝堀　祐一
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た。年に2～3回ペースのコンサート開催を4年半ほど続

け、少しずつネットワークを広げていった。そして他2軒

の住宅遺産も併せて紹介する展覧会「昭和の名作住宅に

暮らす：次世代に引き継ぐためにできること」を開催し、

その報道がきっかけで、ついに吉村順三のファンである、

現オーナーと出会うことになる。現オーナーは、現在も音

楽と建築を愛する人びとのために、住宅遺産トラストの管

理のもと、住宅を地域に開く活動に協力している。プラ

イベートな住宅建築の名作がセミパブリックな性格を帯び

たのだ。

この経緯を通して、団体は住宅遺産トラストとして

2013年に正式に組織化され「建物継承のオーナー探し

人葉山環境文化デザイン集団、葉山芸術祭を運営するメ

ンバーなどだ。東京ベースの住宅遺産トラストと葉山チー

ムによって、2014年春から夏にかけて大掃除が行なわれ、

住宅内部の実測も実施された。近隣に葉山別館をもつ神

奈川県立近代美術館の館長水沢勉氏も加地邸に足を踏

み入れた。

水沢氏が加地邸に入った当初、「美術展はとても無理だ

と思った」という。しかし数カ月間にわたるボランティア

の地道な清掃活動によって、加地邸は遠藤が設計した姿

を取り戻し始めた。そして2014年10～11月の週末に「加

地邸をひらく―継承をめざして」というタイトルで加地邸

が公開された。全日程20日あまりで、4,600人近くの入

やコーディネーション」「住宅遺産を伝えるイベント開催」

「建物管理の手伝い」の3つの軸での活動を開始した。

その団体に、持ち込まれたのが加地邸だった。

2013年秋、住宅遺産トラストに、葉山に残る加地邸の

情報が入り、加地家の了承のもと、邸の内部に入ることに

なる。数年間使用されなかった家には掃除が必要だった。

住宅遺産トラストは遠藤新の研究者や建築家、修復専門

家とともに「加地邸保存の会」を組み、さらに葉山の地

元団体に声をかけ、葉山チームも結成された。NPO法

場者に登る人気ぶりだった。会期中には、「加地邸保存

の会」代表の建築史家・藤森照信氏と水沢氏他、研究

者や建築家が登壇してのシンポジウムも行なわれることに

なった。

そんな加地邸の様子に、水沢氏はイラン人の現代美術

家ホセイン・ゴルバ氏の作品を思い起こした。ゴルバ氏

は母国を離れ、イタリアで長らく作品を発表していた美

術作家だが、現在日本に拠点を移し活動している。水沢

氏は2006年山口県宇部市で開催された「第21回国民文

化祭・やまぐち2006彫刻展」と2008年、同市「ときわ

ミュージアム」での個展でゴルバ氏の作品制作の姿勢や

アーティストとしての資質に触れていた。ギャラリーで売

パズルのピースがはまるように

建物南西に位置する食堂内からテラス方向を見る。P.4で紹介した作品「時間の彫刻」はここに展示された　撮影＝workshop SA 2014年春から夏にかけて、住宅遺産トラストや「加地邸保存の会」のメンバー、建築を学ぶゼミ学生らによるボランティアが集まり、邸
内の掃除や家具等の実測が行なわれ、遠藤がデザインした家具や庭も輝きを取り戻し始めた　この頁の写真提供＝住宅遺産トラスト
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り買いされるような作品でもなく、また美術館の白い箱に

作品を置くのも、どこかそぐわない思いがしていた。

「繊細で独特の精神性をもったアーティスト。加地邸に

ふりそそぐ光、湿度、匂い……そこにゴルバ氏の作品は

寄り添うように対峙できる。ピースがはまったという思い

がした」と水沢氏は語る。加地邸にはゴルバ氏も来場し、

翌年2016年の夏に展覧会をしたいという企画が関係者

の中に説明された。

その頃、2015年春に開催される葉山芸術祭で「加地

邸をひらく」の第二弾を葉山芸術祭の共催企画として行

なうことが決まった。施主の孫にあたる加地郁子氏が製

作した織物と、郁子氏の友人であったことから加地邸で

協力し、ホセイン・ゴルバ展「時を彫る2016」実行委員

会が結成され、展覧会が実施された。

水沢氏はゴルバ氏と、全体がどうあるべきか、こうあっ

て欲しいという話しをしながら、展覧会をつくり上げて行っ

た。「迷った部分はほとんどない」というほど、作品は空

間に溶け合っていた。通算7日間開催されていた会期に

は約500人の来場者が作品を鑑賞し、成功裏に展覧会

は終わった。

「家や廃校の中に現代美術を入れる試みは、直島での

家プロジェクト（ベネッセアートサイト直島）辺りからここ10年

間のある種の流行とも言えます。美術館に永久に展示す

るのとは違い押し付けがない。その場に作品がそっとやっ

て来て、場所をそっと変えていく。そんな作品の在り方は、

私はもっとあって良いと思う。

バブルの頃から大きな美術館に立派な作品を置くこと

の暮らしを撮影していた写真家の潮田登久子氏の作品を

展示する「加地邸をひらく2015―暮らしの記憶」が開催

された。

そして、加地家の遺族は2回の「ひらく」のイベントを

通じて地域の人たちとの交流を深めていった。多くの人

が関心を寄せ、集うことによって加地邸は蘇ろうとしてい

た。そして2015年の秋、ついに建物の継承を考える新

しいオーナーが現れた。

一連のイベントを通して、加地家と新しいオーナー・株

式会社ヨネヤマの間に、加地邸が壊されることなく使わ

れる項目を盛り込んだ契約が、2016年の初めに取り交わ

されることになった。この時点で、ゴルバ展の開催は了承

されていた。新オーナーは加地邸が今後も地域の人の交

流の場であり続けることを望む人たちだった。

2016年秋、水沢氏とSaMALメンバー、葉山チームが

が続き、だんだん人と美術が乖離してきたように思いま

す。一流の建築家がつくりだす住宅空間は、我々の日常

を解きほぐします。職人が惜しみない労力でつくり上げた

建築が作品と共振すると、強張った体を揉みほぐしてくれ

る、見る側の血流が再び流れだすような効果があるので

はないかと思う」と水沢氏は話す。

実行委員会のメンバーであり、SaMAL推進委員の伊

藤裕夫氏は「加地邸のような建築資産は湘南地区に相当

数あります。それら文化遺産を芸術の場とすることは相性

が良いんですね。アートを見ること、建物自体を見ること、

目的はどちらでも良い、両者がタッグを組めることが大き

い。文化遺産は所有者が持て余していて、閉ざされたま

左 .「加地邸をひらく2015春－暮らしの記憶」で展示された潮田登久子氏の写真作品。加地家と交遊があった
潮田氏はこの家に度々訪れて写真を撮影したという　撮影＝workshop SA

右2点 .2014年秋に開催された「加地邸をひらく―継承をめざして」の様子　写真提供＝住宅遺産トラスト

「加地邸をひらく2015春－暮らしの記憶」での展示風景。葉山芸術祭期間中に行なわれたこの展覧会では、施主の孫にあたる加地郁子氏
がこの場所で製作したテキスタイル作品と写真家・潮田登久子氏の写真が展示された　撮影＝workshop SA

文化資産をアートの場とする

地域で守り続けるための道のり
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まだったり、所有者自体がわからなかったり、所有者が

人の集まりを嫌がる場合もあり、開くのは簡単ではないで

しょう。建物を傷つけないことはもちろん、近隣住民の

理解など、事前準備が大切ですが、諦めないで話してい

くと必ずしも不可能ではないということを、今回のゴルバ

展が表したと思います」と話す。

住宅遺産トラストの吉見氏は「ゴルバさんの作品が置か

れた加地邸は、魔法がかかったようでした。葉山チーム

の方が “この日の為にお掃除をしてきたのかもしれない”

とおっしゃっていたのが印象的でした。しかし、こうした

幸せなケースは簡単に起こることではありません。プライ

ベートな空間を社会に開こうというオーナーの心意気と理

解、地域社会との信頼関係なしには実現しません。実際

には、家具や建物への配慮や入邸者へ誓約書をお願いす

るなど通常の展覧会ではない気遣いも必要です。オーナー

も邸内を熟知して動いてくださる堀祐一さんのような方が

いるからこそ、安心して使わせてくださいます。アーティス

トと水沢館長、SaMALの皆さんも、長い時を経た建物

への深い理解と愛情をもって準備してくださいました。今

回の展覧会を通じ優れた建築が末長くその地域に残るこ

との大切さ、それを受けとる葉山という土壌の豊かさを目

の当たりにしました」と語る。

美術館を運営する立場の水沢氏は次のように語った。

「今回のゴルバ展のなかにあったことを美術館は見習う

べき。未来の美術館の姿がそこにあったような気がしま

す。偉ぶらない、超絶技巧でもない、寄り添うような作

品が、プライベートな空間にある。かつては家の中に絵

をかけたり、掛け軸があるのが普通のことでした。それ

を少しパブリックにすると、ああウチでもこんな風にして

みようか、と思い始める。すでにある美術館を大切に使い、

もうあまりに大きな美術館を増やす必要はないでしょう。

建物を使い捨てにしない、お寺も古民家もあるわけだ

し。みんなが協力して展覧会をつくる、いくらで絵を購入

したとか、そういう先入観なしにアーティストが作品に込

めた想いを近所に観にいく、そんなことが沢山ある街は

きっと何か特別なところになるはずです」。

左 .ホセイン・ゴルバ氏　撮影＝workshop SA　右上 .夕暮れ時の加地邸。庭からの眺め　右下.「ホセイン・ゴルバ」展の会期中、庭では来場者
が建物を眺めながらお茶を楽しむなどリラックスした空気が流れた　撮影＝workshop SA　左頁 .「ホセイン・ゴルバ　時を彫る2016」展の会期
中に行なわれたゴルバ氏と水沢氏とのトークセッションには多くの聴衆が集まった　撮影＝workshop SA
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「三浦の人びと展」

地域の魅力を
地域の人と掘り起こす

SaMAL
企画実践講座 2

首都圏から近く、マリンスポーツやリゾート地として古くから人気の三浦半島。
温暖な気候の丘陵地と海に恵まれ、他の関東近郊の地域が、工業化、都
市化が進んできたなかで、いまだ農業と漁業が根付いた第一次産業の場所
だ。観光の地としても人気があり、その魅力はさまざまあるが、「第一産業
の場としての魅力」を訴えた展覧会が、臨場感ある形で実現した。

第2回展示会場の三浦市三崎水産物卸売市場での展示の様子　撮影=有高唯之



写真家・有高唯之氏が「三浦の人びと展」のために撮り下ろした作品。左から「料理人（三崎 /2016）」「漁師（三崎 /2016）」「農家（2016）」「料理
人（三崎 /2016）」　©Tadayuki Aritaka

「三浦の人びと展」は三浦半島に暮らし、働く人、普通の

人を撮影したポートレートで構成される展覧会だ。企画の

中心メンバーは、元音楽誌の編集者で、現在webやアプ

リの開発の制作会社を営む、三浦市在住の桑村治良さん。

桑村さんは、元々は都内に住み出版社に勤務していた

が、2011年に三浦市に移住した。三浦に住み始めた桑村

さんは、すぐにその農産物に魅力に気がついた。もちろん、

魚も豊富なこともあって、三浦半島の食の魅力を伝える団

体「三浦半島 食彩ネットワーク」の立ち上げに携わり、そ

れに伴い三浦半島地域の仕事を行なうようになった。

「住み始めるまで三浦はマグロしか知らなかったけれ

ど、実は野菜が豊富なところ。昔から旅行が好きで、ア

ジアに行くと必ず地元の人が使う市場に行っていました。

三浦にはこんなに美味しいものがたくさんあって、それを

雑誌の仕事を中心に活躍する写真家の有高さんも、か

つては都内在住であったが、より良い生活の場を求めて、

5年前に逗子に移住していた。地場産の食に興味があっ

た有高さんは、逗子から近い三浦市を訪ね、農家や漁師

の人たちが働き、暮らす様子を撮影していた。「都会の人

とは明らかに顔つきが違う。陽に焼けていて、性格も難しく

ない。自然と向き合っているから、みんな落ち着いていて、

人間じゃどうにもならないことがあるんだよという、雰囲気

があって魅力的だった」と有高さんはいう。

そんな二人が出会い、ポスターの構想を共有するな

かで、今年、休止する三崎開港祭に代わり、開港祭に

関わった市民メンバーを中心に実行委員会を新たに設立

し、地域の魅力を発信するコンセプトの写真展であれば、

SaMALの企画実践講座の枠組で開催できるのでは？　

という構想が持ち上がった。

生産し、提供する人がいる、ということに気づいて、三

浦の旅行ガイドブックをつくるような気持ちで、三浦半島

の直売所や朝市を紹介する『三浦のおやさい』というスマ

ートフォンアプリを開発したりしました」（桑村さん）。

三浦の食材の生産者や製品の販売拠点、生産物を使っ

ての料理レシピなどが掲載されたスマートフォンアプリを発

表後、三崎開港祭の実行委員に加わり、ミサキファンクラ

ブ（以下、ミサキFC）というwebの運営にもたずさわるように

なった。活動するなかで、若い農園主、日本のみならず世

界を股にかけて魚の売り買いをする人、若手飲食店の店主

など、東京では出会うことのないダイナミックに生きる人た

ちに接することになった。「この人たち、かっこよく紹介でき

ないかな」。桑村さんの頭には、第一次産業に関わる人た

ちを撮影してポスターにする、という構想が浮かんでいた。

そんな時に、開港祭の代表である石毛浩雄さんの紹介で、

写真家の有高唯之さんに出会った。

桑村さんの中で、写真展の構想はアウグズト・ザン

ダーに結びついた。ザンダーは1876年生まれのドイツ

人。鉱山業で働く大工の子として生まれた。鉱山会社の

記録写真の助手として写真の技術を手にしたザンダーは、

1920年代に入ってから人物写真で当時の社会を記録する

『Menschen Des 20. Jahrhunderts （20世紀の人 ）々』とい

うプロジェクトを開始。撮影された写真は4万点に及ぶが、

第二次世界大戦の紆余曲折を乗り越え、1964年のザン

ダー没後、そのプロジェクトはアーカイブを管理する遺族

と研究者によって引き継がれ、2002年、写真集『August 

Sander: People of the 20th Century』全7巻にようや

く結実した。「農民」「熟練工」「女性」「階級と職業」「芸

術家」「町」「Last People（ホームレス、退役軍人、など）」と

7つのセクションに分類された人びとのポートレイトで世

よそ者だから発見できる場所の魅力 ポートレイトで世界映し出す
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界を描きだす試みだった。

「100年前に行なわれたザンダーのプロジェクトを、有高

さんの写真で、三浦という土地で再現するということをやり

たかった。対象となる被写体のポーズ、撮影場所、構図な

どは現場で取材し、つくり上げていきました」（桑村さん）。

展覧会の大きな構想ができた2016年８月と9月には、

企画実践講座の枠組で葉山芸術祭の実行委員である松

澤利親さん、真鶴まちなーれディレクターの平井宏典さ

んを講師に迎えて、“三浦で「まちプロジェクト」を始めた

い人、集まれ”と題したイベントを開催した。受講者はミ

サキFCのサイトを通して広く募集、若い世代が三崎漁港

仕事がある、このお医者さんには学校の健康診断でみん

なが会ってるねとか、ここ特有の文化・社会システムを意

識したプロジェクトにすることが重要で、その意見を中心

に、誰を被写体にするかが決まっていきました」（桑村さん）。

実行委員会でのディスカッションで被写体の人選が決ま

っていく一方で撮影も進んでいた。

「手法として、すべての被写体と同じ距離で向き合いたく

て、ほとんどのカットを一本の単焦点レンズで撮影しました。

服装、場所はインタビューからその人を表す最適な状況を

設定し、撮影位置を決めてから、被写体の人に入ってもら

いました。普通なら、撮られ慣れていない人は緊張する状

況でしょうが、基本、被写体のあるがままの状況なので、

みんな堂 と々入ってくれた感じがしましたね」（有高さん）。

の下町にある人気ドーナツ店のミサキドーナッツに集まっ

た。レクチャー後はワールドカフェスタイルで受講者も含

めディスカッション。この機会、実は実行委員のリクルー

ティングを狙ったもので、実際に盛り上がったワールドカ

フェから、実行委員として参加する人も出てきた。これを

機に「三浦の人びと展」も、「三浦まちARTプロジェクト」

の一環として開催することになった。

「実行委員には三浦育ちの人、地元の意見が重要でした。

自分は大阪生まれで、関西で育ち、成人してからは東京で

仕事をしてきて、あまりバックボーンを意識して生きていな

かった。しかしここでは、代 、々家の仕事を引き継いて守

るとか仕事を運命として受け入れて、地に足をつけて生き

ている人がいる、その感覚を共有している人に入ってもらう

ことは重要だったんです。どの地区には誰がいる、どんな

撮影が進む中で、展覧会の会場の詰めが行なわれてい

た。実行委員会は二つのことを考えた。一つは三浦市三

崎水産物地方卸売市場を使うこと。この市場は三浦の産

業の象徴であり、観光施設に近接して建つ。未だ現役の

巨大な市場ではマグロの競りが行なわれ、2階の回廊か

らその様子は見学できるようになっている。観光スポット

からのアクセスも良く、三浦ならではの施設での写真展は

ユニークなものになる。もう一つは、三浦半島の他の魅

力的な場所にも足を運んでもらうことだった。そこで会期

とスタイルをふたつに分けた。

第1回展は三崎口駅、三浦海岸駅、円徳寺、小網代

の森、三崎港、三崎下町、城ヶ島、マホロバ・マインズ

作品をパネルに貼り込む、作品パネル固定のための什器製作やインストール作業は実行委員会メンバーの手作業で。普段、手と体を使って仕事
をする人が多い三浦ならではのマルチな能力が光った。左下の写真は、京急電鉄の協力により可能になった中吊り広告

出力された写真作品をチェックする有高さん

実行委員会の結成

魚市場と干し網
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の各サイト（屋外・半屋外含む）で、漁港で使われる大型の

箱や、干物の干し網を使って、作品を展示した。

第2回展は魚市場だ。現役の魚市場自体が「写真展の

場」として強力なコンテンツともなる一方で、その空間の

圧倒的な立体感と、平面のパネルに収まる写真を、どう

インスタレーションできるかだ。当初、ポートレイト写真

は回廊の壁面への掲示で検討されたが、あえて、回廊の

頭上に、裏表に作品がある形で吊るし、作品の下を通り

ながら鑑賞させる方法を採用した。三浦の風景を写した

巨大な作品は、その吹き抜け空間に張り出すようなダイナ

ミックなパネル展示を考えた。しかし巨大パネルを支える

には、特製の支持する構造物が必要。これは実行委員で

手づくりすることになった。

「市職員で施設課に勤務する人が、私的な時間で実行

委員会に加わってくれたのですが、あっという間に構造

ことになり、駅構内での展覧会も可能になった。それを

きっかけに京急バスでの広報も同様の協力をしてくれるこ

とになった。広報が交通企業に広がったことで、作品出

力に協力を要請した地元印刷会社やエプソン販売、さら

にサインなどで住友スリーエムなども協力してくれるなど、

さらなる展開が起きた。

インパクトのある展覧会の構成にメディアも取り上げて

くれ、オープニングは大盛況。関係者も多く駆けつけたが、

被写体となった人が家族共々やってきた。三浦の人たち

が、自分たちの姿を改めて見つめてくれることになった。

「地域の人が家族や友達を連れて何度もきてくれて、い

い時間を過ごしてくれていたと思います。自分たちの仕事

体の図面を引いてくれた。そして農家の人が大工ばりのテ

クニックで構造体をつくってくれた。壁紙を貼る職人さん

もメンバーにいてパネルに出力した作品を貼ってくれたの

も大きかった。これを普通に業者さんに発注していたら、

まず、展覧会は成り立たなかった。手を動かして仕事をし

ている人の力を見せつけられましたね」（桑村さん）。

会場の形が見えてきた頃、広報の活動も始まった。フ

ライヤー等のビジュアルのために使用した1枚の作品を持

って京急電鉄に相談に行った。京急電鉄は「みさきまぐろ

きっぷ」という食事券つき切符を販売している。その提携

飲食店のうちの一店の若主人を写した作品が、たまたま

広報物のメインビジュアルであり、広報担当者が「あっ」

と声をあげた。まぐろの巨大なカマと長い包丁を手にした

料理人の写真が、道を開くような形になり、京急電鉄が

協賛として車内吊りや主要駅での告知の協力をしてくれる

に誇りを持ってくれたんじゃないかと思います」（有高さん）。

桑村さんは、写真展を実施する過程で、企画実践講座

の講師陣からも「なんでやるの？　なんで写真展なの？」

と何度も突きつけられながら、「三浦を表現する」ことを

考え、コンセプトを考え抜いたという。

「今回、ポートレイトで三浦を表現するというコンセプト

はストレートでわかりやすいものになったけれど、それが

良かったんだと思います。写真というアートフォームはダイ

レクトで伝わりやすい。それが多くの人の共感を呼ぶこと

になりました。今回、一緒にやった実行委員のメンバーも

アートをつくる楽しさを感じてくれたと思います。僕自身も

企画実践講座から多くのことを学びました。僕が学べたの

だから、みんなも学べると思う。来年はまた別の形で地域

を表現するプロジェクトができれば良いですね」（桑村さん）。

来年に向けて、新しい形の模索が始まりそうだ。

左上 .三崎漁港に隣接する水産物卸売市場が第2回展示会場　撮影＝Yuri Yamada　右上 .第1回展示会場・京急本線三浦海岸駅構内　
左下.第1回展示会場・円徳寺の本堂　右下.第1回展示会場・三崎港での展示では港で使われる「ダンペ」と呼ばれる水槽の中に作品を設置

第2回展示の水産物卸売市場での展示。作品が展示された回廊の下は、毎日魚の競りが行われる場所。ダイナミックな空
間に負けない展示をするため、吹き抜け空間にせり出すように作品を展示。裏側に大きな木枠の構成物を製作して支えた

地元の人が誇りに思えること
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高麗山アートフェスティバル「不思議神社」

すでにあった
「場所・人・ことに」とつながる

SaMAL
企画実践講座 3

地域の人達が自宅や地域のショップやギャラリーで展示を行ない、その集
合体である「参加型アートプロジェクト」のスタイルで、過去5回、GWの時
期を中心に開催されていた大磯芸術祭。今年は大きくスタイルを変えて、大
磯に古くからある神社を舞台に「高麗山アートフェスティバル・不思議神社」
というタイトルで２日間のイベントを開催した。それまでとは完全にスタイル
を変えての挑戦を、SaMAL 企画実践講座がサポートした。

大磯高来神社の参道に並ぶ「竹あかり」



2011年、東日本大震災の衝撃や余震が冷めやらぬ５

月、前年まで「葉山芸術祭の飛び地」として大磯で出展

していたグループが、「大磯芸術祭」として独立スタートを

切ったのはそんな時だった。過去5年間、5～10人の有

志の実行委員で、例年、10件内外の出展企画を集め開

催されてきた。大磯の飲食店が常連客の作品出展の場

となり、店舗のなかで2～3組が、展示やライブを行な

う。毎年、知った店や出展者、予算も20万円前後をな

んとかやりくりして、広報物の印刷費を払ったら大方消え

る、という小さな芸術祭。「地域おこし」の一環として華々

しく打ち上げられる「アートフェス・ブーム」のなかで、大

磯芸術祭の実行委員会は、小さな町の小さいイベントを

楽しんでいるようだった。たとえば、「マ・チ・ネ・カ・シ」

（2014年）というタイトルをその年のキャッチコピーとしてし

まうほど。しかし、その中で、実行委員会の内部にはちょっ

とした疲労感が漂っていた。「2016年は一度休もう」とい

う決断が2015年の開催を終えた頃にされていた。

「マンネリ感ですね。実行委員会も出展する側も、観に

来るのもいつものメンバー。小さな人数で考えていると新

機軸も出ない。手の内でやれることを考えると、なにが

できるんだろう、とも思っていた。少ないなかでも大切に

していたアーティストが出展をしない、そんな些細なこと

も、これからどうなるの？　という思いにつながりました」

と実行委員の大塚由美子さん。「理想の形と現実の乖離

が大きくなってしまった。気になっていたのは、参加型の

芸術祭でお金を払って貰っているのに、出展しても、そ

の先に繋がらない、参加のメリットがないこと。これから

ずっと “お付き合いしてもらう”のは、申し訳ない。であ

れば、現状から完全に違う形にしたい。そのためには今

年は完全に休んで体制ごと見直したい、と考えていました」

「芸術祭」を仕切り直す
と代表の杉﨑行恭さんも振り返る。

そんな実行委員のメンバーにある日、SaMALの企画実

践講座として、葉山芸術祭で昨年行なった「竹あかり」を

コンテンツにやってみないか？　という提案が届いた。

SaMALの企画実践講座の特色は、新しいアートプロ

ジェクトを試みる際のリスクを、予算の助成や、助言者＝

講師の派遣によって、最小限にするものだ。講師はアート

プロジェクトのコンテンツや方向性によって、参加団体が

必要だとした人を指名できる。「話をもらってから急に動き

出しました。半年もない準備期間で1年かけてやることを

やってしまった感じです」と杉﨑さんは言う。

葉山芸術祭でも行なわれた「竹あかり」は、地域共同

体への働きかけを伴った「祭りの仕掛け」を孕んだコンテ

ンツだ。葉山芸術祭では2016年度、九州をベースに活

動する竹あかり演出プロデュース集団「CHIKAKEN（ちか

けん）」とともにイベントを成功させた。「CHIKAKEN」は

全国各地で、地域の人が作業に参加して、竹を伐りだし、

穴あけ作業を行ない、ろうそくで点灯。そこにたくさんの

人が集まるという一連のイベントを各地で展開している。

その美しさは、葉山芸術祭で体験し、コンテンツとし

ての確かさは確認済みだった。

「葉山芸術祭が森山神社で行なっている青空アート市の

賑わいは、いつも素敵だな、と思っていました。あの雰

囲気と竹あかりと一緒にすれば今までの大磯芸術祭には

なかった賑わいが実現するかも」（杉﨑さん）というイメージ

が実行委員メンバーにできた。

開催場所は、実行委員の一人の自宅に近い高来（たかく）

神社が浮かんだ。「高麗寺」と共に、その創建は神武天皇

の代からと伝えられる。鎌倉～江戸期の文献には歴史上

高来神社での「不思議神社」では、竹あかりの他にも、マルシェ、大磯ゆかりの美術家・齋藤史門氏の遺作展
も行なわれ、沢山の人で神社が賑わい、氏子総代会のメンバーもお揃いの法被で会場整理に来てくれた

高来神社に隣接する高麗区民会館では「高麗山の歴史展」も開催。会場インスタレーションは秦野を
拠点にする竹アート集団「バンブープロジェクトジャパン」。“普通の区民会館”の一室がインスタレーシ
ョンで一変。普段利用している地域の人を驚かせた

地域への働きかけ
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の人物とともに度々登場する由緒ある寺社で、明治以降、

神社だけになったが、鳥居から奥の神殿までの一直線の

長い参道がその威光を物語る。古くから地域に住む人に

とっては慣れ親しまれた場所だが、時代の移り変わりとと

もに、春の植木市や夏のお祭りの賑わいは小さくなってき

た。

実行委員会は、高来神社の渡辺宮司に相談する。し

かし、寺社というのは、必ずしも神社や寺の責任者であ

る宮司や住職だけで、決められる訳ではない。「最初は、

大掛かりなものになりそうだけど、一体どんなものになる

のか全くイメージが湧かなかった」と渡辺宮司はいう。寺

社での催しは多くの場合、氏子会や檀家といった、自律

的にボランタリーで働く人たちの支えによる所が多い。氏

り合いへ菓子を持って挨拶に行く、大晦日の氏子総代会

のイベントを手伝う、近隣の家を回って挨拶をする。折々

のイベントや周囲の人の動きを察して、つながりを構築し

ていった。「気を使うし、時間もかかるけど、そういう事な

しに、昔から続く地域の中で何かをやるのは無理だと改

めて思いました」（大塚さん）。

行政とも初めて渡り合った。屋外で行なうイベントの安

全管理など、マイナスを突かれる事で、色々なことがやり

にくくなる。

「今まで、町の後援とか協力という意味がわからなかっ

たけれど、人とのつながりが広がる中で行政と関わらな

い事はありえない、というのがわかりました。それに、行

政は市民がやることに興味を持っている」（大塚さん）。

子総代会、神輿保存会、区民会……少しずつメンバーの

違ういくつもの組織が神社の周辺にいた。地域の中の緩

やかな総意が、意思決定には必要なのだ。

「今までの大磯芸術祭は、個人のつながりでやってき

た。今回はとにかくいろんな人と話してみようと、初めて

アプローチをしにいった」と杉﨑さん。実行委員の大塚

さんは、３年前に大磯に移住して以来、地域のことを知

るためにボランティアとして、大磯の観光ガイドのグルー

プに参加していた。「その活動で、この事はこの人に聞け

ば……という人脈の勘はあったですね。私は新参ですが、

飛び込んで行けば必ずしも排除されることはない。ただ

し、助けてもらいたいなら、こちらも誰かを助けないと駄

目だろう、という事で、いろんなことが始まりました」。寄

様々な人と関係性を持って行くことで、「竹あかり」を神

社に展開することの可能性が見えてきた。氏子総代会の

紹介で竹林を持つ地主さんを紹介して貰い、大磯で竹を

伐り出すことができた。神社のすぐ隣にある、大磯町の

生涯学習館も竹あかり製作に場所を提供してくれることに

なった。できるとなると欲が出てくる。境内ではマルシェ

で飲んだり食べたり、買い物をしたりできるようにしたい。

2014年に亡くなった仲間の美術作家の遺作展も行ない

たい。大磯芸術祭では音楽ライブが多かったので地元の

ミュージシャンと外のアーティストをラインナップしたライ

ブを行ないたい。高麗山に関する歴史も知って貰いたい、

竹あかり製作のための竹伐採に集まったボランティアのメンバーと実行委員。
大磯で竹林を所有する人の協力で、立派な竹を確保することができた

左上 .会期に先立ち、大磯町在住のばれん作家・後藤英彦さんと、竹が建材の「海の家」を経営する朝山正和さんの講演「竹語り」も開催　
左下.「竹あかり」の製作に地元の人びとが参加　右.来場者が参加しての点灯式

動きはじめた新しい芸術祭
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さまざまな企画が動き始めた。

「竹あかり」の制作には、地元の人が多く関わった。生

涯学習館の前庭での竹あかり制作には高齢の人たちが集

まってくれた。驚いたのは、多くの人が「マイドリル」を持

参したことだ。CHIKAKENも指導したが、腕に覚えある

地元の参加者の自主性を大切にしたワークショップをして

くれた。近所の主婦が自ら掃除を手伝いに来てくれたり

もした。

何人かに出店を呼びかけた、マルシェでは子育て世代

が集まり、ホームページを見て自ら出店を申し出る人や、

大磯でオーストラリアの民族楽器を演奏する人が「良いで

すか？」と楽器を持ってくる、ということもあった。ライブ

も、実行委員が惚れ込んだアーティストに加え、地元の

木遣り、チェロ奏者などの多彩な出演者に加え、知り合

いを通して音響エンジニアと機材を予算に見合う額で調

整することができた。

大磯芸術祭初の秋のイベントとなる11月2週目、開催

日は好天に恵まれた。驚くほど多くの人が、神社に現れ、

火を灯す作業に参加した。竹を提供した地主さんは「う

ちの竹がこんなに綺麗に」と感動した様子だった。「神社

がこんな空間になるんだ……」と涙ぐむ人もいた。

「たくさんの人が、動いてくれました。氏子総代会の皆

さんは、お揃いの法被を着て自発的に交通整理をしてく

ださった。こういう時はこうする、というノウハウがあるん

ですね。そういった時に、我々は様子を見に行くべきだ

けれど、ノウハウを持った方に、お任せすることが大切

だと思いました。同好会から地域のアートフェスティバル

にする時、実行委員それぞれが成功させる意思をもって

前向きに行動していることが大事」（杉﨑さん）。

「こんなに賑やかになるのは久しぶり」という近所の人

たちの声も聞かれた。そして、早くも「来年もやるんです

よね？」という声や「来年開催するなら手伝いたい」という

声も上がってきている。

「今回のイベントで達成感は得られましたが様々な課題

と限界も見えました。今後に向けての新たなスタートのた

めに思い切った体制の変化が必要な時期に来ています」

という杉﨑さん。来年に向けて模索が始まろうとしている。

今後への模索

竹あかりでライトアップされた幻想的
なライブ空間が社殿を背景に現れ
た。写真の縄文笛毅氏の他、3人の
アーティストによるライブを実施
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「文化庁　大学を活用した文化芸術推進事業」という

プラットフォームの中で事業化されてきた「相模湾・三

浦半島アートリンク（SaMAL）」は、その事業の副題と

して「地域発アートプロジェクトを育て支える人材の育

成と交流」を掲げている。

日本のアートプロジェクトの中には、のべ数十万人を

動員し、国際的かつプロフェッショナルな人材が関わ

り、巨額の費用で運営されるイベントも増えているが、

SaMALに参加している６団体をはじめとして、多くの

アートプロジェクトは、職業的なイベントプロデューサー

や美術館でキュレーターとして活動するといった経験を

もたない人が集まり、いわば「アートイベントの素人た

ち」によって開催されているプロジェクトが少なくない。

自治体や市民グループが地域起こしを目的にアートプロ

ジェクトを活用する例もあれば、アーティスト自身がよ

り良い表現の場の実現を目指して開催するなど、開催

の動機に違いはあれど、開催者側に潤沢な予算があり、

職業的プロデューサーやキュレーターを招聘できるよう

な場合を除き、多くの場合は、手探りで資金を調達し

たり、作品の展示場所をさがしたり、アーティストとの

交渉をしたりと、経験のない山積みの問題を解決しな

全 6 回の講師は、アートプロジェクトの中に入ってリ

サーチをしながら「地域とアート」への考察を続けてき

た吉澤弥生氏、2020 年東京オリンピックに向けて文化

政策や地域版アーツカウンシルについての動向を取り上

げた太下義之氏、市民主体のプロジェクトでのプロジェ

クトマネジメントについて事例をもとに紹介した森司氏、

実際に会場視察を伴いながら。トリエンナーレ制作の

実際について話した「さいたまトリエンナーレ2016」統

括ディレクターの芹沢高志氏、美術作家でありコミュ

ニティ・プロジェクトの実践に関わる藤浩志氏のワーク

ショップを含むレクチャー、国際的に活躍するキュレー

ターとして世界的な動向を伝えた片岡真美氏など、現

在、国内外の第一線で活躍する専門家が招聘された。

「講師陣は、ディレクターとしてプロジェクトに関わっ

ておられる方、現場に入り込んで調査をなさっておられ

る研究者の方と立場はさまざまですが、どなたも本質

的な問題に切り込んで、理論・実践両面から丁寧に講

義してくださいました。参加された方は、アートプロジェ

クトの歴史的文脈や社会的背景、アートと地域との関

係、その価値の顕在化、文化政策とアートの存在領域

の拡大、アートと社会、市民をつなぐ数々の実験的活

専門家に学ぶ「アートプロジェクト」
その意味・価値・動向を講義と対話で見つめる

実施講座一覧 （敬称略）

相模湾・三浦半島という神奈川県の臨海エリ

アを中心に2015 年より活動を開始している

SaMAL。その活動の中には SaMAL参加団

体か否かを問わず、より広く、アートプロジェ

クトに関心のある人に向けて、アートマネジメ

ントの学びの場を提供しているプログラムもあ

る。それが「人材育成講座」だ。

がら進んで行かなければならない。

「人材育成講座」は、まさに、そんな人たちが、アー

トプロジェクトに関わってきた経験豊富なプロフェッ

ショナルや研究者の講義を直に聞いたり、質問を投げ

かけたりできる機会を提供しようというもの。SaMAL

スタートの2015 年度には８回、2016 年度には６回の

講座が開催された。

この講座の狙いについて、SaMAL代表の関東学院

大学人間共生学部の山﨑稔惠教授は「理論・実践両面

からのお話がうかがえるようにというのがこの講座のプ

ログラミングの方針です。今年度は“地域×アート×あ

なた”をキャッチフレーズに、アートプロジェクトの担い

手である“あなた”が抱える問題の解決の糸口を見つけ

ていただく機会となるために、また今後アートプロジェク

トに関与することを考えている“あなた”のために役立

てていただく講座となるよう企画しました。キーワード

は地域、社会、資源、プロジェクト、マネジメント、人

材、資金といったことになりますが、この点は昨年度か

ら変わることはありませんが、今年度はどちらかと言え

ば例証的、実践面に重きを置いて受講者が自分の活動

に引き寄せて考えられるように意識しました」と話す。

動からの考察、さらにはプロジェクトを持続するための

スキームづくりなど、多くを学んでいただけたのではな

いかと思います」。

今年度の講座で工夫されたのは、講義後の質疑応答

から、よりディスカッションが発生するよう、時間配分

がされたこと。講義とその後の質疑応答はほぼ同程度

の時間が割かれたという。「素晴らしい講師陣をお迎え

したのですが、残念ながら参加者の数は、決して多くは

なかったのです。それでも、大変盛んな意見交換がな

されましたと思います。こうした対話や講義から、表層

的な手続き論や方法論では片付けられない問題の深さ

を、さらに多面的に読み取る難しさかを、皆さん認識さ

れたのではないでしょうか」と山﨑教授は話す。

今年度の受講者は SaMAL参加団体のメンバーを中

心に、文化関連団体の関係者や、関東学院大学の学生

などが主だったが、アートプロジェクトに関心のある人

たちに広く門戸が開かれているこの講義、来年度に向

けては、アートプロジェクトの現場に近い場所であった

り、週末の開催等、今後、より多くの人にアクセスしや

すい形での開催が検討されている。

第１回／ 2016年6月24日／関東学院大学（以下KGU）関内メディアセンター

「地域とアート　その価値の作り方と残し方を考える」
吉澤弥生（共立女子大学文芸学部准教授・NPO法人地域文化に関する情報とプロジェクト（recip）理事・NPO法人アートNPOリンク理事）

第２回／ 2016年７月22日／ KGU関内メディアセンター 

「文化政策の最新動向　2020 東京オリンピック文化プログラムと地域版アーツカウンシル̶」
太下義之（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　芸術・文化センター長）

第３回／ 2016 年9 月30日／ KGU関内メディアセンター

「プロジェクトマネジメントの進め方　Tokyo Art Research Labの試み」
森 司（公益財団法人 東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京事業推進事業調整課長）

第４回／ 2016 年10月15日／さいたまトリエンナーレ

「さいたまトリエンナーレ2016「未来の発見！」」
芹沢高志（P3 art and environment 統括ディレクター、さいたまトリエンナーレ2016 ディレクター）

第５回／ 2016 年11月18日／ KGU関内メディアセンター

「わがまちのアートプロジェクトをデザインする」
藤 浩志（美術作家、秋田公立美術大学教授）

第６回／ 2017年1月13日／ KGU関内メディアセンター 

「アートプロジェクトの可能性　国際的な視点から」
片岡真実（森美術館チーフ・キュレーター、京都造形芸術大学教授、第21回シドニービエンナーレ芸術監督）

SaMALの活動紹介 1 人材育成講座
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アートプロジェクトの実践には、さまざまな困難がつ

きまとう。企画をどうするのか、資金は、集客は、開

催に至るまでの労働力は……、千差万別のアートプロ

ジェクトであっても、なかには共通の問題もある。市

民主体で小さな予算で開催するアートプロジェクトとい

う、比較的似た境遇の当事者が、現実として対処しな

ければならない問題や、その解法を共有できる機会が

SaMALアートリンク会議だ。

SaMALの現在の参加団体は、神奈川県沿岸部の風

光明媚な土地柄、エリア内に歴史的・文化的な資産が

潜在している、古くから住む人たちの中に新しく移住す

る人が入り混じるといった特色をもっている。団体間で

地域の事情や異なる背景はあったとしても「他者だから

見つけ出せる・提案できる問題」は多く、初の試みであっ

た昨年度も様々なディスカッションが展開された。

昨年度は、月〜2カ月に一度、会議や視察で顔を合

わせる形になり、会議や移動時間での交流がきっかけ

となって、今年度のSaMALの活動に結実したものも

多い。具体的には、企画実践講座のページで紹介した、

大磯芸術祭メンバーが催した「不思議神社」などがそう

だ。前年度に葉山芸術祭で開催された「竹あかり」イベ

昨年、６回の会議と統括会議、計7回の会議が開催

されたが、今年は 3 回の会議と統括会議が行なわれた。

５月は葉山芸術祭期間中に葉山で開催。SaMALの

活動について、改めて目的の確認や昨年の活動の振り

返りからスタート。７月は、今年度 SaMALにオブザー

バー参加した丹沢アートフェスティヴァルの地元・秦野

で開催。「企画参加者の参加意識向上」「作品の質の向

上をどう図るか」などについてディスカッションが行なわ

れた。11月には金沢文庫芸術祭の拠点となっている「ア

サバアートスクエア」で「拠点」をテーマに会議がもたれ

た。

そして、年度を締めくくる統括会議は、2017年 2月

湘南国際村で2日に渡る会議が行われたが、この会議

の初日は、初の試みとして、SaMALの活動に興味をも

つ関係者を招いた。この日の会議には、大磯町の中﨑

久雄町長や逗子市の平井竜一市長、近藤だいすけ神奈

川県議会議員などをはじめ、自治体で文化政策に関わ

る関係者の来場があった。この日は、群馬県中之条町

で中之条ビエンナーレの立ち上げを先導した前町長の

入内島道隆氏のレクチャーがあったことから、「自治体

として、どうアートプロジェクトを使うのか」等、アート

共に「見る」「交換する」ことで
アートプロジェクトへのヒントを見つけ出す
相模湾・三浦半島エリアで市民主体のアート

プロジェクトを行う団体が、情報交換やディス

カッションを通して、知見を得る場を共有する

SaMAL中心的活動、それが「アートリンク会

議」だ。2015 年度より開始した会議は２年目

を迎えてより、濃密な情報の行き交うようにな

り、成果に繋がる会議になってきたようだ。

ントを、大磯で場所にあった形で仕立てた直したもの

だが、それはアートリンク会議の中で「一つの企画を共

同で行なったり、SaMALのなかでコンテンツを巡回さ

せることもあって良いのでは？」という論議がされたこと

がきっかけとなった。

SaMAL推進委員である松澤利親さんは次のように

話す。「初年度であった昨年は、会議はそれぞれのアー

トプロジェクトを皆見て、それから近隣で話をする、と

いうスタイルをとりました。お互いがわからないと、話

にならないですから。そんな一連の会議があり、お互

いの顔も、それぞれが開催するアートプロジェクトの内

容も一通りわかっての今年度なので、今年は会場視察

と会議は切り離し、テーマに絞った会議を行ない、去

年より、踏み込んだ意見交換が多く見られました。各

団体のなかでアートリンク会議と自団体のパイプ役とい

う認識の人も出てきたように思います。そういう方々の

討議を見ていると、会議からのフィードバックを自分た

ちの活動に持ち帰ろうという意識を感じますね。呼ば

れたから来た、というのではなくて、より自分事として

SaMALの会議を活用しよう、というムードが出て来た

と思います」。

プロジェクトが地域に及ぼす効果等、いつもと異なる視

点からの討議が展開した。

2日目以降は参加団体のみでの会議の形になったが、

ここでも新しい試みがあった。「ワークショップ形式の

討議です。小さいグループに別れて、短い時間内に、テー

マを決めて一定の制限の中での集中して討論したり、各

人のアイデアを導きだしました。荒唐無稽なアイデアも

含めて、これまでの、レクチャーに連なるディスカッショ

ンでは出てこないような案も飛び出しました。これも、

参加者の関係が深まったからできることだと思いますが、

今後はこうした試みをさらに重ねてみたいですね」と松

澤さん。

松澤さんは今後のアートリンク会議については「より

参加型に、より総方向型にしていきたい。そのために、

各団体のなかで、会議のために意見を纏めてくれるオ

ピニオンリーダー的な存在の人が登場してほしいと思い

ます。そして参加団体の数も増やしていきたい。新たな

視点を入れてより活発な討議が展開されるべきだと思っ

ています」という。

来年度のSaMAL会議でも、新たなアートプロジェク

トの形の萌芽が見えることを期待したい。

SaMALの活動紹介 2 アートリンク会議

上左から右へ .金沢文庫のア
サバアートスクエア、丹沢ア
ートフェス会場、葉山での
会議当日の模様
左 .湘南国際村での統括会
議（2017年2月）では、リ
アルタイムに議論を絵に拾
い上げるグラフィックファシ
リテーターの石橋智晴さん
が招かれた
左頁 .統括会議のワークショ
ップ
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大磯芸術祭
名称 高麗山アートフェス　不思議神社   

運営 大磯芸術祭実行委員会 代表 杉﨑行恭

2016年度開催期間 11月12日・13日 来場動員数 推計1,500人（2日間）

2016年度の概要

● 高来神社：「竹あかり」展示＋斎藤史門展＋音楽ライブ（４アーティスト）＋クラフトマルシェ（12出店）

● 象鯨美術学院ギャラリー：象鯨ギャラリー展示
● 高麗区民会館：高麗山の歴史展

開催エリア

大磯駅から約1㎞東方の高来神社境内と隣接する象芸
美術学院ギャラリー、および高麗区民会館の3カ所

2015年まで5回に渡って開催されてきた大磯芸術祭

は、今年度は「高麗山アートフェス・不思議神社」として

新機軸のプロジェクトを展開した。過去5回は、地域の

人たちから参加企画を募り、その集合体としての芸術祭

であったが、今回、本部主催企画中心の2日間のイベン

トおよびプレイベントを地域の神社や公共施設を舞台に

開催。求心力のある形に一気に模様変えした（詳細はP.20

からの記事参照）。

地域の人たちが竹を伐採し「竹あかり」を製作、展示す

ることで自分たちの祭りを創造することを狙った今回、会

場では大磯芸術祭を一緒に支えてきた大磯在住のアーテ

ィスト・斎藤史門氏の遺作も展示。竹あかり（約30基90本＋

竹ぼんぼり約300基）が点灯され、クライマックスを迎える

夜間、竹あかりが彫刻を照らす舞台で、音楽ライブ（2日間 

4 企画）も開催し、イベントを彩った。

地域の人の祭りとするために、会期の2日間だけでは

なく準備段階から地域の人たちを巻き込むことを重視し、

プレイベント「竹語り」を開催。すでに「竹あかり」を開

催した葉山芸術祭実行委員の朝山正和氏が語る「竹あか

企画参加型芸術祭から脱却中？
街の人が集う2日間の集中イベントに

大磯芸術祭の特 徴は？

り」の魅力、そして大磯在住のばれん作家・後藤英彦氏

による実演を含む講演が開催され、全国でも数少ない「ば

れん」職人が展開する緻密な世界が地域にあることを紹

介する機会がつくられた。そして、このプレイベントの来

場者から、竹あかりの製作を行なうボランティアを募集し、

後日、地域の竹林の所有者の協力により竹の伐採、竹あ

かりの製作を行なった。

当日の会場では、実行委員会がセレクトした12グルー

プがマルシェを出店して賑わいを演出した。来場者のほと

んどが大磯町内や平塚市内からの地元中心で、年齢層は

子どもから高齢者へと幅広くの人が集まり、特に2日目は

口コミでの情報拡散したようで、2日間で約1,500人に登

り、芸術祭としての初の試みは成功を見た。

併催イベントとして、近隣の区民会館での「高麗山の歴

史展示」を行ない、また会場の神社に隣接する美術教育

の機関とタイアップして「象鯨ギャラリー作品展示」も開

催された。

過去5回の開催では、参加企画者からの参加費収入

20万円程度の予算、5人内外の実行委員会で運営してき

たが、今回はSaMAL企画実践講座の助成で予算規模は

拡大。実行委員は５名＋サポートメンバー 4名が主な運営

に当たった。
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名称 第18回金沢文庫芸術祭 

代表 浅葉 弾 2016年度開催期間 9月18日～11月15日

来場動員数 オープニングフェスティバル 約22,000人  街角アートラリー 約3,000人

2016年度の概要

［オープニングフェスティバル］
● 主催プログラム 14企画
● アートストリート（出展者によるマーケット） 73ブース
● わくわくワークショップ（出展者によるワークショプ） 22組
● 先住民俗広場 17団体

開催エリア

オープニングフェスティバル：横浜市金沢区　海の公園
街角アートラリー：主に横浜市金沢区内および近郊各所

金沢文庫芸術祭

横浜市金沢区の秋の大きなお祭りとして地域の人に親

しまれている金沢文庫芸術祭は、横浜市唯一の海水浴

場をもつ「海の公園」を会場に開催される「オープニング

フェスティバル」（昨年までの「1DAYイベント」から名称が変更）

を皮切りに、約2カ月間にわたり展開される市民参加企

画の集合体「街角アートラリー」によって構成される。

今年度、第18回目となる金沢文庫芸術祭は、SaMAL

の参加団体でも葉山芸術祭に続く長い歴史を持ってい

る。かつて、金沢文庫の名刹・称名寺の境内から「アー

トを通じて次世代に何かを伝えたい」という願いのもとス

タートしたこの芸術祭は、2008年の第10回より、「こど

もの未来は地球の未来」をイベントのスローガンとして掲

げるようになり、子どもたちがイベントを楽しみ、またイ

ベントに自主的に参加し、ものづくりや企画に関わりなが

ら成長する機会を得られることを大切にしてきた。

とくに、1日で約20,000人を超える来場者を迎える「オ

ープニングフェスティバル」は、広大な会場に、複数のイ

ベント会場、出店コーナー、プレイパークなどが出現し、

主催企画や参加企画が展開する。

地域随一の大型フェスを中心に
「子ども」も「大人」も成長するイベント

金沢文庫芸術祭の特徴は？

金沢区内・横浜市内に限らず、県内各地や東京都内か

らも来場があり、チラシやポスターの配布を通した地域

への広報はもちろん、様々なメディアを通じて広報活動を

充実させており、それら広報媒体や来場者からの口コミ

をきっかけに来場者を増やしている。

来場の目的も多岐にわたり、展示や上演の鑑賞、手づ

くり作品の購入、ワークショップへの参加に加え、盛大

に行なわれるサンセットパレードへの参加など「お祭りの

雰囲気を楽しみに来ている」という来場者も多い。

この大型イベントを支えるのは、年間を通して活動する

コアな実行委員会メンバーと、海の公園でのイベント当日

100名もが結集する運営メンバーの存在だ。創設メンバ

ーであり、プロデューサーとして活動を支えて来た浅葉和

子氏や、実行委員長として活動を盛り立てる浅葉弾氏を

始めとする実行委員会のメンバーに加え、浅葉氏の主宰

する造形教室の生徒や卒業生の参加も多く、創設時に小

学生だった子どもが大学生になり、主力メンバーとして活

躍しているなどの例もある。出展するアーティストだけで

なく、その裏方で関わるスタッフもまた「楽しみながら成

長する機会」として参加する芸術祭となっている。

● ワールドステージ（近隣の教室等によるダンスやパフォーマンス） 16団体
● Beeステージ（ダンスやパフォーマンス）11団体
● お祭りフード広場 26屋台
［街角アートラリー］
● 出展27企画
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逗子アートフェスティバル
名称 逗子アートフェスティバル2016 略称 ZAF2016

運営 逗子アートフェスティバル実行委員会 代表 渡邉忠貴

2016年度開催期間 10月8日～11月27日 来場動員数 約44,000人

2016年度の概要

● 市民参加企画（31企画）

● 第66回逗子市文化祭（19企画）

● 文化プラザホール連携企画（1企画）

● 提携企画（3企画）

開催エリア

南北約３キロ、東西約５キロに囲まれた、JR逗子駅周辺
のまちなかエリア、田越川エリア、東逗子エリア、逗子海岸
など

2013年に「プレ・アートフェスティバル」、2014年から

「逗子アートフェスティバル」として正式開催されるように

なった逗子アートフェスティバルは、3年毎に規模を拡大

するトリエンナーレ方式をとっている。このフェスティバル

は逗子市が2011年に策定した文化振興基本計画にもと

づいて開催されるようになり、「地域の文化を市民の手で

拓く」ことが掲げられていることから、2013年の初開催

時、市の呼びかけにより集まった有志市民による実行委

員会が、市と協働して運営を担っている。

アートフェスティバルを構成する内容は多岐にわたる。

アートフェスティバルが募集する市民企画に加え、「逗子文

化プラザホール」主催のイベント、ダンス、書道や生け花

などの文化サークルの合同発表の場である「逗子市文化

祭」、逗子市観光協会が主催する「NIGHT WAVE逗子」

や、4月に逗子海岸で開催される「逗子海岸映画祭」に

加え、逗子市商工会が運営する「逗子海岸流鏑馬」など

の提携イベント等の既存の企画も含め、逗子で行なわれ

る大型文化企画をひとつの大きな傘の下にまとめたのが、

市と市民が共同で開催
逗子の様々な文化イベントを
ひとつの傘に

逗子アートフェスティバルの特徴は？

逗子アートフェスティバルの全容だ。20年以上にわたり

開催されている流鏑馬など、すでに人気のイベントも多く、

全体での動員数は4万4千人を超える。

実行委員会の募集により開催される「市民企画」は、

古くから芸術に親しむ住民が多かった逗子の土地柄を反

映し、クラシック音楽の鑑賞、写真展などレベルの高い

催しも多く、また米軍関係施設も市内にあることから国

際交流に関するイベントが開催されるなどの特徴もある。

これらのイベントを目当てに、市内はもちろん県外から

の来場者も少なくない。実行委員会は多様な来場者が市

内に分散する会場や、観光スポットへの移動が容易にな

るように、逗子駅前で案内を担う「ずしコンシェルジュ」

などのボランティアの運営も行なっている。

2014年の正式開催から2年の小規模開催年を経て、

2017年は３年に一度のトリエンナーレの年度に当たり、

逗子市各地で行なわれる招待作家を招いての展示の開催

も予定されている。市スタッフと実行委員会が協働しての

準備や、作品が設置される会場の確保など、今後動きが

活発化しそうだ。
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葉山芸術祭
名称 第24回葉山芸術祭 略称 HAF

運営 葉山芸術祭実行委員会 代表 代表者を設定しない合議制をとる

2015年度開催期間 4月23日～5月15日 来場動員数 未集計

2016年度の概要

● 主催企画：「竹あかり」「森山神社イベント」の2企画
● 市民参加企画：92企画（内容は主にクラフト、ワークショップ、フード、パフォーマンス、ヒーリング、映像、インスタレーション、写真、イベント、アート、ヒーリングなど）
● 青空アート市：のべ190店

開催エリア

葉山町を中心に逗子市、横須賀市の相模湾岸沿いほか

2016年で第24回を迎えたSaMAL参加団体の中でも

最も長い歴史をもつ芸術祭でありSaMALプロジェクトの

発案団体だ。第1回が始まった1993年当初は、葉山に由

来する芸術家の展覧会や、住民グループで結成された実

行委員会によるクラシックコンサートなど、主催企画を主

体にした芸術祭であったが、第4回を迎える頃より実行委

員会メンバーが交代し、以来、実行委員会が募集する参

加企画の集合体の芸術祭に変容し、現在までそのスタイル

が中心になってきている。自宅や店舗などを展示の場所と

する「オープンハウス」スタイルの展示が多く、来場者は有

料のパンフレットに記載された100近くの参加企画を自由

に訪ね、葉山町内や逗子、横須賀ほかに点在する会場を

訪ねながら、街を散歩するかのように楽しむことができる。

毎年、4月末から５月のゴールデンウィーク期間に開催

され、実行委員会による主催展覧会、イベントも行われ

る。その中心となるのが、葉山町一色地区にある森山神

社で会期中に2日間開催される「青空アート市」だ。階段

状の野外劇場のようなユニークな境内をもつ森山神社に、

クラフト市や飲食などのブースが並び、初夏の葉山にふさ

神社や公園での主催企画と
オープンハウス型参加企画が充実

葉山芸術祭の特徴は？

わしい明るく賑やかな雰囲気が広がる。夕方には、あか

りのイベントやライブなども開催され、期間中、最多の来

場者を集める日となる。

「青空アート市」以外にも、企画展、デッサンイベント

等も開催してきたが、2016年度は市民参加により伐採し

た竹を材料に、やはり市民が参加して「竹あかり」を製作、

それらを「葉山しおさい公園」にインスタレーションする

試みが展開された。通常、夜間に公開されない公園が、

この会期だけ特別に公開され、近隣の住民にとっても初

の体験となる企画が芸術祭の目玉企画として加わった。

地域発市民主体の芸術祭として、長年のノウハウを蓄

積してきた葉山芸術祭は、有志の委員5名からなる合議

制の実行委員会により運営されている。実行委員会直下

には、葉山芸術祭自体のリサーチを行なうチームも発足し

ており、出展する市民の数や動向、来場者など、葉山芸

術祭がどのように移り変わるのかを把握しようという試み

もされている。

町内には御用邸が存在し、大正・昭和初期に建てられ

た別荘建築をはじめとする貴重な歴史的建造物もあるこ

とから、今後の葉山芸術祭で、それらの施設を芸術の鑑

賞・体験の場として生かす試みを、実行委員会は進めよ

うとしている。
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2014年の初開催から、2016年度（実施・2017年3月）で

3回目の開催となる真鶴まちなーれは、地元出身の有志の

町民により結成された実行委員会により運営されている。

漁業と石材業が主体となった小さな町真鶴は、周囲に

小田原や湯河原といった観光地に囲まれながらも、美観

を重視する町の条例に守られ、昔ながらの素朴な景観を

大切に保ってきた。社会の情勢に即して高齢化や人口現

象が進む町ではあるが、そこに実行委員会がセレクトし

た現代美術の作家を招き、作品を街中に点在させ、町の

美しさを内外の多くの人に発見して貰うことを目的として

いるプロジェクトだ。

会場は、コミュニティセンターのほか、個人所有の敷

地内や住宅なども含むため、鑑賞は実行委員会が行なう

ガイドツアー「ArTresure Walk」に参加する形で可能にな

る。このツアーでは、屋外に設置された作品や、ガイド

が鍵を開けることで入れる秘められた展示を鑑賞するとと

もに、真鶴町の史跡や、『吾妻鏡』などにも登場する真鶴

町の歴史、全国でも稀な景観条例によって実現している、

美の町・真鶴についての解説とともに、堪能することがで

真鶴まちなーれ

現代美術作品を街中に潜ませ
街と作品を丁寧に案内する

真鶴まちなーれの特徴は？

名称 感じる芸術祭真鶴まちなーれ2017 運営 真鶴まちなーれ実行委員会 

代表 卜部美穂子（実行委員長）、平井宏典（ディレクター）

2017年開催期間 3月4日～20日 来場動員数 4,000人と予想（17日間）

2017年の概要

● まちなーれArTresure Walk:主催者による公式作品鑑賞ツアー
● まちなーれWorkshop:：主催者および出展者自主企画によるワークショップ

開催エリア

真鶴港エリア：西宿中商店街周辺
真鶴半島エリア：中川一政美術館中庭および県立真鶴半島
自然公園内

きる。

昨年度はツアーの起点となる「コミュニテイ真鶴」から

漁港へと向かう傾斜地に立つ市街をメインとしたガイド

ツアーのみだったが、今回は西宿中商店街をメインとする

「真鶴港エリア」でのArTresure Walkに加え、「真鶴半島

エリア」として、真鶴半島にある中川一政美術館の中庭、

そして「お林」に設置された作品もあり、半島エリアでの

鑑賞の楽しみも加わった。「お林」は現在、県立真鶴半島

自然公園として、また魚つき保安林として保護されてきた

エリアで、江戸期は幕府直轄の御用林であったことから、

この呼び名で親しまれている。数百種類の植物や野鳥が

生息する原生林が、海の中に突き出している景観も楽し

め、真鶴まちなーれでの体験をさらに豊かにしてくれる場

所だろう。

招待作家は昨年より3組増加の10作家。作家はアーテ

ィストインレジデンスで作品を制作、真鶴の人とふれあい

ながら、町に置かれることを意識した作品を制作してい

る。今年はその中に、ダンスパフォーマンスやパントマイ

ムが加わり、ダンスツアーやコンサートも開催される。

実行委員会は実行委員長、ディレクターを中心に６名

で構成されている。小さな町ならではの魅力を凝縮して

発信するアートプロジェクトが実現されている。
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三浦まち ARTプロジェクト
名称 三浦の人びと展

運営 三浦の人びと展実行委員会 代表 代表者を設定しない合議制をとる

2016年度開催期間 第1回 10月29日～30日、第2回 12月1日～11日

来場動員数 第1回 約6万人（駅乗降客数を含む。8カ所・2日間の展示）

 第2回 約3,000人（11日間の展示）

2016年度の概要

● 主催者企画による撮り下ろしの写真作品による写真展
● 同一の展示内容を、第1回と第2回で会場、展示形態を変えて展示

開催エリア

第1回展示は三浦市全域の8カ所（三崎口駅、三浦海岸駅、
円徳寺、小網代の森＝白髭神社、三崎港、三崎下町、マホ
ロバ・マインズ、城ヶ島）の会場に作品を分散させて展示
第2回展示は三浦市三崎水産物地方卸売市場を会場に開催

三浦半島は、漁業や水産加工物の生産の地として知ら

れているが、半島の広範なエリアに野菜畑や果物生産の

ハウスが広がり、農業生産地としても神奈川県内有数な

エリアだ。三崎漁港を始め、観光の地としても人気があ

るが、この地の最大の産業である第一次産業に従事する

人を中心に、土地に根付いて暮らす人を取り上げて、場

所の魅力を伝える展覧会として開催されたのが「三浦の人

びと展」だ。

昨年、「三崎開港祭」がSaMALの参加団体として活動

したが、その開港祭の実行委員メンバーが、今年新たに

企画・実施したのがこの「三浦の人びと展」。それまでの

イベント企画に際しての、プロデュース力やディレクション

力を見直し、さらに “地域を巻き込む”ことを重視して、

運営方法から見直しを図り実現したもので、展覧会は

SaMAL企画実践講座の枠組の一部として行われた（詳細

はP.12からの記事を参照）。

コンテンツとなった写真展は、三崎開港祭にも参加して

きたWebメディア・ミサキファンクラブが主体となり企画。

今年度は主催者企画の作品展
今後は街づくりアートプロジェクト
人材を育成？

三浦の人びと展の特徴は？

そして、アートプロジェクトや街づくりに興味をもつ人を公

募し、集まった人たちとともに、ワークショップやワール

ドカフェを開催し、実行委員の拡充を図った。当初、4名

の実行委員会は、最終的には総勢16名にまで増えた。

展覧会は、三浦の各地を展覧会をきっかけに来場者が

訪れることを狙って、第1回展示では京急線・三崎口駅、

三浦海岸駅、三崎漁港を含む計8カ所で開催。第2回展

示は、同じコンテンツを三崎漁港に近い現役の魚市場と

いうユニークな会場を選んで行なった。

実行委員会の働きかけにより京急電鉄による広報的な

サポートが得られた。また地域の人を被写体にした写真

展自体、そして開催スタイルがユニークだったことも功を

奏し、それぞれ、6万人（駅乗降客数を含む）と3,000人

（11日間の展示）の人の目に触れる展覧会が実現した。

また、制作にあたり3M、エプソン販売による展覧会

へのサポートも得られたことでも、展示の質向上が図ら

れ、展覧会開始後は地元内外から大きな反響を得た。

今回の実行委員メンバーは、今後もこの地区で継続的

なアートイベント実施基盤をつくりたいと考えている。今

後も地域の人を巻き込んだアートプロジェクトの方法論を

模索している。

撮影＝有高唯之
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なぜアートプロジェクトをやっているの？

楽しいから？　お金が儲かるから？　アートが好きだから？

アートプロジェクトで何が起こせるの？

アートプロジェクトは大変すぎる……　

アートプロジェクトはいつもお金は足りない。

結局、なぜやるの？　

プロジェクトを進めているとよく（特に困難に直面した時に）

このような疑問に突き当たる。

迷いながらも前に進むことが必要な時、自分なりの答え、

プロジェクトを進めた先にあるもの、そして

具体的な方法論はなるべく沢山持っていた方が良い。

迷いながら進まなければならない多くの「実行委員」のために、

考え方の“フック”となるかもしれない３人の方々の声をお届けしたい。

行政はアートプロジェクトをどう使えるか？
「中之条ビエンナーレ」をつくった町長

群馬県中之条町 元町長 入内島道隆さん

“地域に貢献する”
アートプロジェクトって？
一般社団法人非営利芸術活動団体コマンドN  プロジェクトディレクター 久木元 拓さん

アートプロジェクトにもっと資金を!
「ファンドレイジング」の可能性

公益財団法人パブリックリソース財団 岸本幸子さん

SaMAL BOOK 2016
Special Feature Article



群馬県北西部にある中之条町。人口約1万 7000人の町は、その面積の多くが山間部で、小規模
農業と室町時代からの歴史をもつ四万温泉などの観光によって成り立つ小さな町だ。その町に、
町の人口の17倍もの人を呼び寄せるまでに成長したアートプロジェクト「中之条ビエンナーレ」が
ある。2007 年、現代美術とは無縁な町にそのプロジェクトを実現させたのが、当時の町長、入
内島道隆さんだ。SaMALアートリンク統括会議でスピーカーとして登壇された入内島さんの地元
を訪ね、行政の長がアートプロジェクトに賭けたものは何かを伺った。

群馬県中之条町　元町長　入内島道隆さん

行政はアートプロジェクトをどう使えるか？
「中之条ビエンナーレ」をつくった町長

都市化をめざさない

中之条町の山間部にある四万温泉は1950年代に国民

保養温泉地として第一号の指定を受けた歴史ある温泉地

で、川のせせらぎと山に囲まれた風情ある温泉地だ。入

内島道隆さんの生家はその四万温泉の入り口に位置する、

祖父の代から続く温泉宿。かつては太宰治、井伏鱒二も

滞在したという。入内島さんは、早くに亡くなった父に代

わり旅館を切り盛りする母や祖母を助ける為に30歳で社

長になる。地域の消防団や温泉協会の青年部で活動する

ようになる。

平成11年以降、国は市町村をまとめて行財政基盤の

強化を目的に、市町村の統合を主導していった。「平成の

合併」だ。ここ中之条町とその周辺の地域でも、地域再

編の議論が巻き起こっていた。住民の中でも「町ではな

く市に、そして都市に」というムードがあった。そんなム

ードに入内島さんは違和感をぬぐいきれなかった。

「都市にすれば繁栄すると思っている人が多かったので

す。でも、その場所らしさを消していったら、つまらない

場所になり、それは過疎を進めることになる」。

入内島さんはそんな思いから町政の舞台に立つべく、

町議員に立候補する。36歳で町議会議員になるが、山

間部の町議会で、三十歳台といえば「小僧」扱いである。

長年議員を務める長老が並ぶなかでは、全く意見が通ら

ない。同じ発想を共有する議員はおらず、結局、「ここで

意見を聞いて貰おうと思ったら20年待たないとならない、

ならば首長になるしかない」と思った入内島さんは、議員

を4年の任期で辞め、町長選に立候補する。

実はこの時の現職町長は当時の総理大臣小渕恵三氏の

実兄であり、地元の企業グループを率いる人物だった。

その対抗馬となった入内島さんは、ほとんど無名の旅館

の倅。誰もが、現役町長の再選を信じて疑わなかったし、

小さな町で、地元経済に影響力がある自民党系町長に対

抗して立候補した入内島さんを表立って支援することさえ

憚られる状況であった。孤立無援で町長選に立った入内

島さんは、ひとりでマニフェストを書いたパンフレットを

持ち、地図を片手に一軒一軒の家を訪ねて歩いた。今で

こそ普通の言葉となった「マニフェスト」だが、当時は誰

もその言葉を知らない時代で、選挙は選挙カーで名前を

連呼し、陣営は組織票まとめに動く、というのが町長選

の常識だった。

入内島さんは、パンフレットで自分が町長になったら実

現したいこと、ビジョンを説いたが、当初はそのパンフレ

ットを受け取るのさえ拒まれる事もあった。しかし地道に

話しかけを続けていくうちに、少しずつ「大きな声で言え

ないけど応援しているよ」という人や、一緒に地域周りに

案内してくれる支援者が出てきた。町内を一軒一軒訪ね

て歩く事、3巡目、地域の人の期待を肌で感じた入内島

さん、結果は有効投票数の2割の差をつけて町長選に勝

利した。「勝った時は、男泣きしている支援者もいました。

そこまで、地元での自分の立場のリスクを背負っても応援

してくれた人がいたことに感動しました」という。2004年、

40歳のときだった。

美しい村へ

入内島さんが町長になり、中之条町を含む周辺地域の

合併をめぐる論議は活発になる。「群馬県吾妻郡」を形成

する当時8つの町村を、東西ふたつに分け、それぞれ合

併してふたつの「市に格上げ」する議論が進んでいた。結

果、この合併話はまとまらずに、8つの町村の中で、ひ

とつの町とひとつの村が合併して新しい町となり、六合村

が中之条町に編入される形で落ち着き、とりあえず危惧し

ていた形は免れた。入内島さんが、立候補以前、そして

町長になってからも考えていたのは、中之条を「日本一の

村」にすることだった。

「田舎じゃいけない。ここは都市だ、と多くの住民は思

っていたんですね。まず、その勘違いをなんとかしなくて

はいけないと思っていた。自分たちの住む “村の良さ”に

気づいてもらうことが必要だと思っていた」。

入内島さんが、この点で取り組んだのは、2005 年に7

つの町村でスタートした、NPO法人「日本で最も美しい

村」連合への加盟を目指したことだ。「通称・美しい村連

合」は、フランスの素朴な美しい村を厳選し紹介する「フ

ランスの最も美しい村」運動を手本に、日本の農山魚村

の長年かけて蓄積された景観・文化の維持を推進するた

めに出来上がった組織だ。公募によって審査され、認定

されても、5年毎に、より美しい村づくりの理念が継承さ

れているか、再審査をされる。

「なかなか厳しかったのです。中之条は一度、書類審

査で落とされました。でも、なんとか審査員の方に来て

いただき町を見てもらいました。審査員の方は元一流企

業のトップで、ヨーロッパでの生活体験等、文化が根付

いた社会を理解されている方でした。蕎麦屋の店先に立

入内島道隆さん。中之条・四万
温泉「湯元四萬館」の前で
撮影＝有高唯之
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てかけてあった “そば”というのぼりを見て、“こういうもの

があったら難しい”とか。しかし、ある畑で、畔を綺麗に

草刈りしている農家の人の姿に目を留めておられた。こう

いうことが大切なのかと。自分も町長として、これからや

っていきたい町づくりについて説明しました」。

結果、中之条町は六合村地区と伊参地区で加盟できる

ことになった。そんな風に、町民の意識へのテコ入れの

仕掛けを進める中で、入内島さんは、2006年、町の行

政推進課のスタッフ、そして吾妻美学校のメンバーと、新

潟県の「越後妻有アートトリエンナーレ　大地の芸術祭」

を視察に行く。

アートプロジェクトを視察する

同行した吾妻美学校のメンバーとは、群馬県が後押し

して制作した小栗康平監督作品「眠る男」のロケ地に中

之条町が選ばれ、映画制作に関わった画家・平松礼二氏

が1998年に設立に携わった教育の場・吾妻美学校の第

5期生6名だ。同校は美術系大学の卒業生を対象にし、

アトリエで作品制作ができ、町民とのワークショップなど

を実施していた。当時、そこに参加する６人のメンバーは

「芸術を媒介に地域、文化、自然を見つめ直し、中之条

町の持つ魅力を存分に発揮できる事業を実施したい」と

いう意欲を持っていた。そのメンバーとともに、新潟県十

日町市と津南町に広がる「大地の芸術祭」を見たのだっ

た。

「過疎の場所がアートの力で蘇っている。素晴らしいと

思った。自分は現代美術のことは何もわからなかったけ

れど、これが中之条でも出来たら素晴らしい、実現したい、

と帰りのバスの中で山重さんと話しながら帰ってきたんで

す。後からわかったのですが、山重さんらは、とっくの昔

に、その提案書を町役場に出していた。それが、実は自

分の目に入る前に、“ないだろう”ということで処理されて

いたんですね」。

中之条ビエンナーレ2015展示作品　半谷学「登竜門・風の竜」
写真提供＝中之条ビエンナーレ実行委員会

中之条ビエンナーレ2015のオープニングセレモニーの様子
写真提供＝中之条ビエンナーレ実行委員会

その視察から、1年、視察に行った吾妻美学校の山重

徹夫さんを中心とした美学校のメンバーが実行委員会を

設立、実行委員長を当時の町議会議長が務め、中之条

町役場の行政推進課の課長とスタッフが専従でサポート

する形で、驚異的なスピートで「第1回　中之条ビエンナ

ーレ」がスタートする。2007年のことだ。

中之条ビエンナーレが始まった

現代美術に親しむ住民がほぼいない小さな町で、誰も

がビエンナーレ開催を受け入れた訳ではなかった。「町長

は、口を開けばビエンナーレだ」そんな声も聞こえる。実

は、中之条では「平丸礼二美術館の呪縛」があったのだ。

入内島さんの前の町長は、吾妻美学校の立ち上げに関わ

った画家・平松礼二氏の美術館建設を企画した。この「箱

物」に対して町民のなかで反対運動が起こり、前町長は

対立候補者から僅差で逃げ切り、ようやく2期目に繋げ

たという経緯があった。自民党大物議員の系類の町長が

共産党擁立候補者と接戦になった、という一件は全国的

にも注目を浴びることになった。町のなかで「美術」に対

する、一種のアレルギーがあったことは否めない。

「ソフトであって、箱物ではない、街全体が美術館にな

る、ということを説得しました。ただ、最初の町の予算

審議での計上予は300万円程度でそれほど、大きな額で

はなかったので、議会を通すのはそれほど難しくなかった

ですね。ただ、文化事業のために町の予算を使う時の難

しさ、それは効果の数値化がしづらいことですね」。

2007年の第1回は53組のアーティストが参加し、のべ

4万8千人近くの来場者を数えた。第2回目は大きく飛躍

し、アーティストが112組参加、のべ来場者数は約16万

人を数えた。この第2回で域内の経済効果として2億2

千万円を生み出したと算定されている。
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誇りの回復

中之条ビエンナーレは、作家が滞在して制作するアー

ティストインレジデンス（A.I.R.）を、作家に推奨している。

基本は実行委員会が廃校を利用して、滞在ができる場所

を確保している。しかし、その後、住民が自ら使ってい

ない自宅の離れなどを改修して無料宿泊所としてアーティ

ストに解放するところも出てきた。会場は町内に分散する

ため、アーティストによっては制作する場所がA.I.R.の宿

舎と離れているのを住民が助けた形だ。

その地で製作された作品には住民が見え隠れする。

「あ、絵の中に○○さんがいる」というようなことが、住

民に “現代美術の難しさ”という概念を取り払って、面白

さを伝えてくれる。高齢者は、公民館の近くに設置され

た作品をゲートボール帰りに毎日見ている内に作品が面白

くなる。子ども達はアーティストとすぐに仲良くなる。

大型作品をつくっているアーティストの制作場所には、

興味をもって様子を見に来るような住民も出てくる、そし

て差し入れを持ってきてくれるようになる。アーティストが

困っていると住民がトラックをさっと回して、制作を手助

けしてくれる、というようなことも起きている。

アーティストが作品を展示する場所として目をつける建

物は、普段、町民が全く振り返らないような場所であっ

たりする。実は案外、近所を歩いていない、ということ

に住民自身が気がついたりするものだ。

アートプロジェクト、その先の目的

入内島さんは、町長の4年の任期を2期務め、町長を

退いた。第3回目までのビエンナーレを率い、第4回目か

らは後任の町長が引き継いた。幸いなことに、第4回、

第5回も規模は拡大して継続され、2017年秋に向けて第

6回の準備が進んでいる。

「中之条ビエンナーレで目指したのは、“クリエイティブ

シティ”をつくることです。アーティストに限らず、デザイ

ナー、建築家などクリエイティブな人たちを迎え入れるこ

とによって、看板でも、パンフレットでも、町のデザイン

の力を上げていけば、Iターン、Uターンで中之条町に来

てくれる人は増えるでしょう。外の人や外の才能を取り入

れて、時間をかけて根付かせていくことが大切です」。

ビエンナーレスタート後の2010年、中之条町は町の目

抜き通りにある閉店したままの大型店舗の敷地を買い取

り、そこに「クリエイティブコミュニケーションセンター

tsumuji」をつくった。第3回から総合ディレクターに就任

した山重氏にプロデュースを委託し、クリエイターがショ

ップやカフェを企画する。ビエンナーレの際は、オープニ

ングイベントの場所になり、インフォメーションセンターと

して機能する。ビエンナーレ以外の期間にも、イベントが

行なえるホールや広場では、ミニライブやワークショップ

が行なわれるようになり、ビエンナーレとは別に小規模な

アートイベントも開催されるようになった。観光協会や店

「村の良さに住民が気づくこと、そして誇りをもつことが

大切です。“こんな場所は、もう俺の代まででいい”と親

が思って子どもを育てていたら、子どもは外に出ていき、

戻って来ることはないでしょう。住んでいる人自身が誇れ

る場所にならないと、過疎は進みます」。

ビエンナーレで、アーティストが滞在してコミュニケー

ションが生まれ、多数の鑑賞者が来ることに対する効果

は大きい。作品が置かれることによって、そして外から来

た人に「良いところだ」と褒められることによって、気が

ついていなかった身近な場所が光で照らされる。

期間中は第１回で、作品の監視とスタンプラリーのた

めに約300名の住民ボランティアが動員され、その多く

を婦人会や老人会のメンバーが担った。第2回目の開催

で、その数は29カ所1,082人のボランティアに拡大した。

そして、住民ボランティアが自主的に「手作り市」として

漬物やおやきを販売して来場者をもてなすなどのイベント

も発生した。2015年の第５回目で、宿泊や飲食など、中

之条ビエンナーレの経済効果は6億円を超えると算定さ

れた。

しかし、何より、ビエンナーレの回数が深まるごとに、

山間部の農村であっても「地域に外の人が入ってくる」と

いうことが浸透したのだ。

舗も入っている。観光地の四万温泉へ向かう通り道にあ

り個性的で開放的な外観であることから、多くの人の目

を確実にひく。このスペースができたことで、地元に戻っ

て働き始める町出身の若者も出始めた。週末の tsumuji

は、近郊からドライブやデートに訪れる人で賑わっている。

入内島さんは、現在、四万温泉郷の家業に戻り、地元

でNPOを立ち上げ、行政の資金に頼らない、住民がつく

りだす地域の資源の開発に取り組んでいる。近隣の草津

温泉に比べると知名度は低いが、文豪にも愛された歴史

と風情のある四万温泉郷に大胆な施策を持ち込み、個性

的な温泉地とする構想のために動いている。

「文化こそ力を入れていかないと地域が埋没して、どこ

でも同じ画一化した風景になってしまう。そして、これだ

という文化がなければ新しくつくれば良いんです」。

行政の長が強力な力で推し進め、外部のクリエイター

や行政スタッフがサポートすることで、地域に根付いたア

ートプロジェクトは可能になるという例が中之条ビエンナ

ーレには見える。しかしそこから先、アートプロジェクト

が地域で、経済効果以外の「さらに先の効果」を発揮す

るには時間がかかる。行政とアーティストが協働し、住民

が参画するアートプロジェクト、そして民間の地域づくりプ

ロデューサーが、根気強くクリエイティブな地域をつくり

上げていく先に、アートプロジェクトの真価が見えるのか

もしれない。

地元のボランティアによる受付の様子
写真提供＝中之条ビエンナーレ実行委員会

会期中に賑わう「つむじ広場」
写真提供＝中之条ビエンナーレ実行委員会

クリエイティブコミュニティセンター　つむじ
撮影＝有高唯之
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アートプロジェクトを行なう時に、やはりネックになるのは資金だろう。イベントを制作する
ためには経費が必要だし、多くの人を集めるのには広報物の制作や露出が必要だ。ボラン
ティアにも昼食や交通費くらいは提供したい。その資金はどう調達すれば良いのだろうか？
公益財団法人パブリックリソース財団の代表理事・岸本幸子さんは、SaMALアートリンク
統括会議で、アートプロジェクトにおけるファンドライジングの可能性についてのレクチャー
を行なった。その内容をここで紹介したい

公益財団法人パブリックリソース財団　岸本幸子さん

アートプロジェクトにもっと資金を！
「ファンドレイジング」の可能性

ファンドレイジングを考えよう

欧米で展覧会やアートプロジェクトのポスターやパンフ

レットを見ると、さまざまな基金のロゴがずらりと並ぶ。

欧米では、複数の基金や助成団体から少しずつ資金を集

めて全体予算とし、その中で展覧会やイベントを開催する

ことが一般的だ。

岸本さんが理事を務めるパブリックリソース財団は、

社会を変革する事業に取り組む人の資金調達を、寄付金

で支援することを目的に設立された財団だ。寄付を集め

基金としてまとめ、各種の事業に助成をしたり、寄付者

の意向に沿ったオーダーメイド助成のコーディネイトも行

なう。2013年に内閣府認証の公益財団法人としてスター

トして、国内外の市民や企業からの寄付を集め、これま

で6億円を超える寄付金を200近い団体への資金援助

へと変えている。岸本さんは、米国ニューヨークの資金

仲介組織でファンドレイズや助成事業を経験したことがあ

り、海外の事情にも詳しい。

「日本には寄付の文化がない、と言われることがありま

すが、決してそうではありません。アメリカの寄付に比べて、

一人当たりの寄付単価が低いこと、社会変革型の寄付が

少ないのが特徴です。でも今後、日本の寄付文化は大き

く変わっていく可能性があります」と岸本さんは言う。

日本ファンドレイジング協会「寄付白書2015」による

と、米国、イギリス、日本を比較した個人寄付の額は、

米国：約27兆3,504億円・名目GDP比1.5%（為替＄＝

105.8円）、イギリス：約1兆8,100億円・名目GDP比0.6%

（為替ポンド＝170.8円）、日本：7,409億円・名目GDP比

0.2%。

GDP比で見ると日本の寄付の低さが目につく。海外で

は企業が売り上げの数パーセントを寄付に当てる、という

社内規定を設けていたり、一市民が支援すべき団体に向

けてチャリティの企画をするということがごく普通にある。

しかし、日本でも43.6%の人は寄付をしているという。

ただ一人当たりの寄付金額の中央値は2,300円にとどま

っている。またどこへ寄付されたかというと、35%が宗

教法人に向けたもの、つまりお布施やお賽銭である。そ

して27%が赤十字、政治献金、国への寄付、ふるさと

納税を含む自治体への寄付だ。ふるさと納税は、返礼品

が目当てという人も多いだろう。残りの38％だけが国際協

力、災害支援、教育、子ども、環境、福祉、文化、ま

ちづくりなどの課題解決型の寄付である。

「日本の寄付は、6割が宗教と政府にいっているという

ことですね。単価が低いことも特徴です。日本人は寄付

をすることに抵抗があるわけではないのですが、その寄

付は投げ銭型で、社会を変革するために寄付をするとい

う意識がまだ低いことがわかります」。

中之条ビエンナーレの例からは、強力なリーダー、ア

ーティストを熟知する実行委員会、行政の専従スタッフな

どのキープレイヤーの存在、そしてアーティストと住民の

関わりが集客や事業継続へと繫がったことが窺える。

2016年を振り返ると、「瀬戸内国際芸術祭」「あいちト

リエンナーレ」が開催され、関東近郊で「茨城県北芸術

祭」「さいたまトリエンナーレ」等の新たなイベントも登場

し芸術祭は盛況だ。この状況で埋没せずに地域にとって

も外から来る人にとっても、自分たちのプロジェクトが魅

力的な存在であるためにはどんなこと必要なのだろうか。

「生き残るのは地域に貢献ができるプロジェクト」とい

うのは、文化政策の研究者で自らも東京・千代田区の再

開発エリアで「トランスアーツトーキョー」「アーツ千代田

3313」の運営に関わる久木元拓さんだ。

一般社団法人非営利芸術活動団体コマンドN  プロジェクトディレクター　久木元  拓さん

“地域に貢献する”
アートプロジェクトって？

プロジェクト、街、地域を
動かす5つの要素
Five elements making up ‘value’ 

「継続しているアートプロジェクトに共通している点、ま

た自分たちの実践から必要と思われることを抽出してみる

と、結局、ビジネスや市民運動など他の事業性のある動

きと、重要な点は変わらないんです。“UNIQUENESS”の

項の “参加する人の感性” “五感を震わせる体験” “美し

さ”といったこと点だけが違うかもしれません。これはア

ートプロジェクトの肝で、他の事業体では見過ごされがち

な点。逆にアートプロジェクトに関わる人はこの点には注

力しても、他の要素の配慮を欠いている可能性もあって、

そこから問題が発生している可能性もあるしれません」。

プロジェクトの実施体制や運営を考え直す時に、5つ

の点から、自らのプロジェクトを見直したり、他のプロジ

ェクトを5つの点から観察してみることで、参考にできる

発見が得られるかもしれない。

VISION
ビジョンの存在、ビジョンを司るキーマンの存在
クオリティを維持できるアーティスト、クリエーターの存在
人と人とをつなげるコーディネーターの存在
ビジョンを提示し人 を々牽引するリーダーの存在
➡未来を創造し、恊働するための源泉づくり

SYSTEM
価値の創出に関わる賛同者、協力者、継承者がつながるシ
ステムの存在。人とお金が循環する持続可能性を持った事
業構造があること
地域の祭り等、人が集い動き、受け継ぐ仕組みがある
➡街が、組織が生き続けるための関係性づくり

ECONOMY
経済的自立、財政負担力があること
お金が回る事業性のある産業がある
地場産業が潤っている、地域の企業が継続的に支援している
経済効果が期待できる
➡街が、組織が生き続けるための基盤づくり

NATURAL
行なっていることが、地球環境に負荷をかけていないか
地域の伝統、文化、歴史を害していないか
➡街が、組織が生き続けても良いと判断できる基準

UNIQUENESS
地域独自のクオリティの高い文化があるか、参加する人の感
性が磨かれるか
五感を震わせる体験ができるユニークさ、美しさがあること
➡街が、人が生き続けるための最後の砦（自信の源）
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「寄付をしない理由」の中には

さらに「寄付しない人の理由」（株式会社インテージ『募金・

寄付に関する意識調査』2009年）によると。「お金がないから」

（35.5%）に、続き「募金・寄付の使用用途がわからないか

ら」（29.5%）、「募金を求められたことがない・募金箱を見

たことがない」（25.7%）、「募金詐欺が不安だから」（19.1%）

という理由が続く。

「この理由を見ると、日本で社会的な活動が馴染んで

いないということが見えてきます。極端な言い方をすると、

社会的活動をしているという人が “変わり者”と見られて

いる。NPOや社会的企業に対する信頼がまだ低いという

状況です。さらに、寄付をした後のリターン（成果）が見え

にくい状況です。これは寄付者が金銭的な見返りを欲し

がっているということではなく、寄付をしたらどんな社会

的に良いことが起こるのかがわからない、ということで

す」。

社会の課題やそれ解決しようと動く人が誰なのか、情

報が届いていなかったり、寄付する人のニーズや心理に

沿ったコミュニケーションがされていない、ということが

あるだろう。

「“保育園落ちた日本死ね”というワードが出回りました

が、この一件で保育園不足が至急の問題であることが一

気に認識されました。また、知り合いから寄付を求めら

れたことをきっかけに寄付をした、という話をよく耳にし

ます。知己のある人から納得できる説明とともに寄付を求

められれば、寄付はしやすいということですね。こういっ

た点を考慮すれば、社会の変革のために寄付の額は増え

て行く可能性はあります。東日本大震災では日本人の8

割の人が寄付をしました。その経験は大きいと思います」。

日本の寄付は変わる

寄付をめぐる良い環境変化としては制度改正もあげら

れる。寄付税制の改革で世界トップクラスの減税率が実

現している。個人が確定申告して、所得税で「税額控除」

を選ぶと、最大で寄付金額の約50％が、減税という形

でキャッシュバックされる。住民税でも減税となる場合が

ある。また、寄付税制の対象となる非営利団体も増えて

いる。特に認定NPO法人の数は1,000を超え、身近な

団体への寄付も税制の恩恵を受けられる可能性が高くな

っている。ただ、この減税の効果について知らない人が

多く、これから情報が広まることが必要だ。

さらに、寄付文化を醸成する土台となる変化が今後生

まれそうだ。その一つが休眠口座だ。長い間、引き出し

や預け入れなどの取引がされていない、"眠っている"銀

行預金のことである。子供の頃や結婚前に使っていた口

座、亡くなった人の口座がこれに該当する。休眠預金活

用法が2016年12月に公布され、2019年秋より約500

億円程度のお金が、子ども・若者支援、生活困窮者支援、

地域活性化支援の3分野に関する基金として使われる見

込みである。「通常の寄付は非営利団体に寄付するという

意志にもとづくお金ですが、休眠預金口座という忘れら

れていたお金は、特に非営利活動に使ってほしいという

意志のあるお金ではありません。したがって、休眠預金

からの助成金は、使途について縛りの強いお金になる可

能性が高いです。分野も前述の3領域に限定されますが、 

“アートと地域活性化”や “アートと子ども”といったテーマ

をもったアート関係団体は可能性があると思います」。　

休眠預金からの資金が団体へ流れることを契機に、団

体が社会的信用力を高める、活動成果を上げることにな

り、さらに民間寄付の調達がしやすい環境が生まれるこ

とが期待されている。

この他、岸本さんは、遺言や相続にちなむ資産からの

寄付が増えるだろうと予想している。今後、日本は大相

続時代を迎えるという。

「日本総研の試算では、毎年発生する相続額は37～

63兆円、国家予算の半分に相当する額です。子どものい

ない世帯が増えていることもあり、40歳以上の男女の

21%が遺産の一部を寄付することに関心をもっています。

中でも、50～60代の単身女性は遺贈に興味を持ってい

る方が多くいます」。

日本の寄付は今後、拡大する可能性は十分にあるとい

うことだ。

ファンドレイジングのためには

さて、アートプロジェクトを行なう側は、今後増えるか

もしれない資金源、つまり寄付を獲得するためにはどうし

たらいいだろうか。「無関心でいる人にどう関心をもっても

らい、寄付というアクションにつなげるか、設計すること

が重要です。寄付した先にどんなリターン（良いこと、変化）

が期待できるのか、つまり成果の見える化を進めることが

大切。初めて寄付する人でも参加しやすい支援メニューや

アクセスしやすい窓口を豊富に開くことが必要です」。

例えば、「越後妻有大地の芸術祭」では「スポンサー」

の他に「ふるさと納税」「ファンクラブ」「棚田バンク」「ボ

ランティア」など、幅広いメニューを提示することで、「こ

れなら支援できる・参加したい」という心理に働きかけて、

さまざまな形態の寄付を吸収する間口を開いている。

「アートイベントの財源は、補助金、助成金、事業収益、

支援者からの寄付など複数のものを組み合わせて調達し

ます。アート団体では、商品（作品やチケット）を購入してくれ

た方と純粋に寄付をしてくれた方と、別々に名簿を管理し

ていて、購入者を支援者とみなしていないケースが見られ

ます。しかし、前者（購入者）に対して、寄付のお願いを発

信してもいいと思います。実際にアートの意義が分かって

いる方は、寄付という形での支援をお願するのに一番近い

方たちですから。また、最近ではチャリティオークションの

ような寄付と商品販売の中間のようなものも増えています。

アートイベントの場合には特にそのような企画が多いでしょ

う。対価性があると寄付金の領収証は発行できませんが、

商品と抱き合わせることで心理的に入って行きやすけれ

ば、寄付をいただけることは多いにあると思います」。

ただのカネ集めではない

岸本さんが重要なこととしては挙げたのは２点、「ファン

ドレイズは単なるカネ集めではない」そして「計画性」だ。

「絶対にいけないのは “私たちはお金がないので助け

て”と訴えることです。やるべきことは共感を広げ、社会

を変える活動です。そのためには、取り組んでいるテーマ

をはっきり見せること、課題解決への参加を呼びかける行

動です。そこに “論理と感情”を添えることが重要です」。

お手本になるのはユニセフや国際的なNGOなどのファ

ンドレイジングの活動だという。寄付者が供出できる資金

に対して、どういった問題が解決されるのか数字データが

具体的に示され、そこに支援を必要としている子ども達

が写真ビジュアルで登場している。

「質の高い活動をしている実績を事業報告書などでわか

りやすくアピールすることも必要です。代表者など活動の

中心となる人のプロフィールが分かることや、団体が民主

的なプロセスで運営されていることが伝わり、それを支え

るボランティアがいる、WEBやSNSを通じた情報発信

が活発になされているといったことが、信頼性を高めます。

また寄付をお願いするレターでは、団体のミッション、

ビジョンを簡潔に、熱意を込めて記述すること、なぜお

金が必要で、何に使うのか、どれくらい、いつまでに必

要なのかなど、資金ニーズと目標金額を明確に記述しま

す。加えて、その団体のユニークさや、これまでに支援し

てくれた人からのメッセージなどを足すことも効果的です。

そして、資金を集めるファンドレイジングは、チームで行

なうことが重要。一人では無理です」。

アートプロジェクトへの資金調達については、今後

SaMALの中でも、具体的な方法論を探っていくこと、い

ま行なわれている資金調達について情報交換を行なうな

ど、掘り下げる余地はあるだろう。少なくとも、寄付文化

の未来は明るそうだ。

2017年2月、アートリンク
統括会議で話す岸本さん
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アートリンク会議

第1回  2016年5月3日  開催地：葉山
各団体紹介／SaMAL活動についての説明／

葉山芸術祭「竹あかり」鑑賞

第2回  2016年7月17日  開催地：秦野
「企画参加者の意識向上」

「参加作品の質向上をどう図るか？」についての討議／

丹沢アートフェスティヴァルの開催地の視察

第3回  2016年11月20日  開催地：金沢文庫
「拠点」をテーマに討議／

コヅカアートフェスティバルについて（宮下昌也）

2015年度アートリンク総括会議
2016年2月20-21日  開催地：湘南国際村センター
● アートプロジェクトと行政

（ゲスト：元群馬県中之条町町長　入内島道隆）
● 助成金・助成金情報・

クラウドファンディングとその実例

（ゲスト：パブリックリソース財団　岸本幸子）
● アートプロジェクトのWEBによる

アーカイブについて

（ゲスト：アート＆ソサエティ研究センター　井出竜郎）
● 参加団体活動報告
● 企画実践講座
● これからのSaMALについての討議

＊この頁敬称略

誰に頼まれたわけでもない。

とかく他者からはなんの酔興でとも言われかねない。

それなのになぜこんなに苦労してまでやるのだろう。

 

2016年、SaMAL2年目の活動が終わりました。

この1年、アートプロジェクトに接するたびに、このような思いがこみ上げてきました。

今年度は昨年度に増して、濃密な討議、レクチャー、イベント、プロジェクトが展開されました。

そして、関わった方々のご苦労、熱い想いをひしひしと感じて参りました。

次年度もSaMALの活動は続きます。その折々にプロジェクトの原点に立ち返り、謙虚に問い直し、

社会的意義や責任を確認し、相互に高め合うような集合体でありたいと願っています。

 

関東学院大学｜相模湾・三浦半島アートリンク（SaMAL）

―地域発アートプロジェクトを育てる人材の育成と交流―
代表 山﨑 稔惠
2017年 3月

代表 山﨑　稔惠（関東学院大学人間共生学部　教授）
副代表 伊藤　裕夫（日本文化政策学会　理事）
 大塚由美子（大磯芸術祭　実行委員）
 兼子　朋也（関東学院大学人間共生学部　准教授）
 日髙　仁 （関東学院大学人間共生学部　准教授）
 松澤　利親 （葉山芸術祭  実行委員）

編集後記にかえて

2016 年度推進委員

キュレーション・企画展示実践講座

ホセイン・ゴルバ　時を彫る2016

2016年10月8日～23日の土･日･祝日（全7日）

加地邸（神奈川県三浦郡葉山町一色）

主催：ホセイン・ゴルバ展「時を彫る2016」実行委員会

特別協力：株式会社ヨネヤマ

協力：関東学院大学／加地邸保存の会／一般社団法人住宅遺産トラスト／葉山芸術祭実行委員会

後援：イタリア文化会館 /神奈川県立近代美術館／葉山町／葉山町教育委員会／

公益財団法人かながわ国際交流財団

高麗山アートフェス　不思議神社
2016年11月12日・13日

高来神社（神奈川県中郡大磯町高麗）

主催：大磯芸術祭実行委員会

協力：高来神社／高来神社氏子総代会／高麗山神輿保存会／大磯だいすき倶楽部／

NPO法人大磯ガイドボラアンティア協会／ロケットストーブの会

後援：大磯町／大磯町教育委員会／公益社団法人大磯町観光協会

三浦の人びと展
第1回展示　2016年10月29日・30日

三浦市市内の8カ所

（京急本線三崎口駅、三浦海岸駅、小網代の森＝白髭神社、三崎港、三崎下町、マホロバ・マインズ、城ヶ島）

第2回展示　2016年12月1日~12日

三崎水産物地方卸売市場2F（神奈川県三浦郡三崎）

主催：三浦まちARTプロジェクト「三浦の人びと展」実行委員会 /ミサキファンクラブ

協賛：京浜急行電鉄株式会社／スリーエムジャパン株式会社／株式会社アサイマーキングシステム／

マホロバ・マインズ三浦／有限会社アースデザイン工房／一般社団法人リドレ商店会

協力：横須賀美術館／有限会社花岡新聞店

後援：神奈川県／三浦市／三浦市観光協会／三浦半島食彩ネットワーク

SaMAL 2016 アートプロジェクト 連絡先

大磯芸術祭
http://oisoartfes.jimdo.com/

問い合せ：大磯芸術祭事務局　info@oisoartfes.jimdo.com

次回開催 ➡ 未定

金沢文庫芸術祭
http://www.bunko-art.org/

問い合せ：金沢文庫芸術祭事務局　info@bunko-art.org　電話045－788－9119

次回開催 ➡ 第19回金沢文庫芸術祭　日程：2017年9月17日～11月15日

逗子アートフェスティバル
http://zushi-art.com/

問い合せ：フェスティバル実行委員会事務局（逗子市市民協働部文化スポーツ課内）

電話046-873-1111内582　ファックス046-873-4520

bunkasinkou@city.zushi.kanagawa.jp

次回開催 ➡ 逗子アートフェスティバル2017（ZAF2017）

日程：2017年10月7日～ 11月26日

葉山芸術祭
http://www.hayama-artfes.org/

問い合せ：葉山芸術祭実行委員会　info@hayama-artfes.org

次回開催 ➡ 第25回葉山芸術祭　 日程：2017年4月22日～5月14日

真鶴まちなーれ　　
http://machinale.net/

問い合せ：真鶴まちなーれ事務局　info@machinale.net

次回開催 ➡ 真鶴まちなーれ2018（仮）　 日程：2018年3月（予定）

三浦まちARTプロジェクト
http://misakifc.com/peopleofmiura/

問い合せ：ミサキファンクラブ　info@misakifc.com

次回開催 ➡ 未定

2016年度オブザーバー団体

丹沢アートフェスティヴァル
http://tanzawa-art.main.jp/

湯河原・真鶴アート散歩
http://artsanpo.com/
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発行者：関東学院大学　相模湾：三浦半島アートリンクプロジェクト
〒236-8503 神奈川県横浜市金沢区六浦東1-50-1

関東学院大学人間共生学部内
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